ご自由にお持ち帰りください。

AIRDO INFLIGHT MAGAZINE

6

June
2020
No.193

ラポラ

兵庫・淡路島

神話を旅する淡路島。
美しいなまえ

HOKKAIDO GOOD JOB!
北海道発 HAPPY NEWS
北の手しごと。
教えて！ 夢の叶え方。

特集

自転車で巡る
北海道。

AIRDO INFLIGHT MAGAZINE

ラポラ

CONTENTS

6

June 2020
No.193

特集

4

自転車で巡る
北海道。

北海道を自転車で走るということ。／自転車の魅力も、
それ以外のものの魅力も。

誌名「ラポラ」
とはアイヌ語で
「はばたく」
を

意味する
「ラポラポ、
ラポラポラ」
が語源です。
発行： 株式会社AIRDO

マーケティング本部 営業部

北海道自転車ツーリングに魅せられて。／北海道の自転車大会が面白い!

〒060-0001 北海道札幌市中央区

各地の個性を感じる8つのコース。
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教えて! 夢の叶え方。

今月の表紙
十勝三国峠のダイナミックな風景
の中、5 台の自転車が走っている。
自転車を中心にしたスポーツやカ
ルチャーを被写体とする、東京在
住の写真家、田辺信彦さんの作品。

photo: Nobuhiko Tanabe
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アイヌ語の挨拶「イランカラプテ」
（
「こんにちは」の意）は「北海道の
おもてなし」のキーワードです。

AIRDOは「ウポポイ（民族共生象

徴空間）交流促進官民応援ネット
ワーク」のサポーター企業として
誘客促進および情報発信等の応援
をしています。
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大自然の中、鳥の声や風の心地よさを全身で感じながら
標識もガードレールもない、果てしなく続く一本道を走る。
田園風景、丘陵地帯、海岸線などのバリエーションがあり、
そのすべてが美しい。
自転車で巡る北海道は格別だ。

上士幌町ぬかびら温泉郷を起点に、
約 160 キロを 4 〜 5 名のチームで
走る、
イギリスRapha社のイベン
ト「Rapha Prestige Tokachi」。
大雪山国立公園の中、三国峠を往
復するチャレンジングなコース。

photo: Nobuhiko Tanabe (P4·5), Yazuka Wada (P6·7), Asako Yoshikawa (P8·9), Kazuma Hirao (P10·11)
text: Takehiro Kikuchi (P6·7·12·13), Satoko Nakano (P8·9), Chigusa Ide (P4·5·10·11·14·15)
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自転車で巡る
北海道。
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サイクリングの楽しさは︑コー
スを考えるところから始まる︒ど
んなに高価なロードバイクでも︑
密集した住宅地では性能を発揮で
きないし︑レンタサイクルのママ
チャリだって︑目の前に雄大な景
色があれば︑それで十分︒自転車
の性能などは︑取るに足らないこ
とである︒
北海道の大地はサイクリストに
とって特別な場所だ︒街と街の間
隔が絶妙で︑それをつなぐ素朴な
道や︑テクニカルなコーナーが見
事にレイアウトされている︒初夏
から秋にかけては最高の季節︑健
脚にものをいわせ︑ 日に
キロを走ることだって可能だ︒
ど こ を 走 る か︒ 北 海 道 ら し い
コースを︑ つだけ⁝⁝というの
は簡単ではない︒どこまでも真っ
すぐ続く直線を走ってみたいなら︑
道北のサロベツ原野を貫く︑オロ
ロンラインは外せない︒距離だけ

なら︑ほかにもっと長い場所もあ
るが︑平坦で真っすぐに道が続く
景色は距離以上の満足感がある︒
初心者なら帯広周辺の丘陵地帯
がおすすめエリアのひとつだ︒直
線と程よいアップダウンがあり︑
コースもアレンジしやすい︒基本
的に北海道には︑信州のような険
しく長い峠がない︒なので︑初中
級者が本格的なツーリングに出か
けるのにも最適で︑レベルに応じ
て多様な魅力を有している︒
とはいえ︑広大な大地を走ると
なれば︑不安を抱く人もいるだろ
うが︑心配は無用︒信号が少ない
ので︑初心者でも時速 キロで走
るのは簡単だ︒コースを選ぶとき

宗谷丘陵
宗谷岬の南側に広がる丘陵地帯︒岬に
向かう道道
号は︑オホーツク海
とウインドファームを眼下に見ながら
走れる絶景コース︒路面は一部未舗装︒

白い道
宗谷のシェルロードが有名だが︑未舗
装路のことを総称して〝 白い道 〟とい
う︒北海道には林道や道道などテクニ
カルな人気コースが点在している︒

オロロンライン
稚内に至る日本海側を南北に走るオロ
ロンラインは︑日本でいちばん直線を
感じられる道として︑サイクリストが
一度は訪れてみたい人気のルート︒

オホーツク
サイクリングロード
全長 ・ キロのオホーツクサイクリン
グロードに面する能取湖とサロマ湖︒
月中旬から下旬はコース脇のサン
ゴソウが見頃を迎える︒

帯広の丘陵地帯
自転車の車種︑体力に関係なく楽しめ
る小さなアップダウンが程よく︑走り
やすい ︒道の趣など ︑サイクリングな
らではの魅力にあふれたエリア︒

風蓮湖＆原生花園
湖のほとりを通る風蓮湖公園線は静け
さを楽しみたい人向けのルート︒途中
から未舗装路になるので︑
自信のない人
は走古丹︵はしりこたん︶までで︒

黄金道路
国道
号の襟裳岬の近くから帯
広方面の広尾町までを黄金道路という︒
太平洋の荒波が絶景をつくり出した︑
断崖の近くを走ることができる︒

空港の空気入れ
飛行機で自転車を運ぶ人のために︑道
内の空港の多くにはサイクルステー
ションがあり︑スポーツ車用のフレン
チバルブ対応の空気入れもある︒

レンタサイクル
本格的なロードバイクのレンタルはま
だ少ないが ︑ キロ程度の距離であれ
ばクロスバイクでも十分︒電動アシス
ト自転車も増えている︒

サイクリングツアー

1

に︑街の間隔を 〜 キロにして

プロのガイドがコースを案内してくれ
るツアーも増えてきている︒相場は半
日で
円〜︑ 日コースは 万
円〜が多い︒

1

おけば︑空腹やトイレなどに困る
こともない︒
大切なのは無理をしないこと︒
不安があるならガイドが同行する
サイクリングツアーに申し込んで
もいいし︑機材がないならレンタ
サイクルを利用してみよう︒そし
て︑長距離を走るときは︑自分の
ペースを守るのも忘れずに︒とく
に 上 り 坂 は 軽 い ギ ヤ を 選 ん で︑
ゆっくり走る︒頑張る必要はなし︒
適度に休憩しながらペダルを漕い
でいれば︑ビックリするほど遠く
まで走れるはずだ︒
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きくち・たけひろ／ 1968
年生まれ。学生時代に始め
たサイクリングをきっかけ
に、自転車ジャーナリスト
に。北海道へのツーリング
も何度となく訪れている。

1

20

40

4
5

Cycling in Hokkaido

文・菊地武洋

30

北海道を自転車で
走るということ。
1
2
3

1.グループでロングライドに挑戦する人も多い。 2.宗谷丘
陵にあるホタテの貝殻を敷き詰めたシェルロード。ハイシー
ズンは通行量が多いので朝と夕方が狙い目。 3.いくつもの勾
配で波を打つような坂も北海道ならではの景色。 4.オホー
ツク海沿いは湖や原生花園が多く、
観光名所や田園風景も楽
しい。 5.知床半島もサイクリストに人気のエリア。

北海道を自転車で楽しむキーワード

SAM’S BIKE

店内に入ると︑コーヒーの香り

ようだ︒実はここ︑自転車の専門

いて︑まるでアパレルショップの

バッグなどもディスプレイされて

おかげで︑北海道でも自転車のオ

﹁ 安 定 し て 雪 の 上 で も 走 れ ま す︒

タイヤの太いファットバイクなら

転車に乗れないと思われがちだが︑

ちなみに︑北海道では冬の間自

くれているようにも見える︒

店︿ サ ム ズ バ イ ク ﹀︒ 現 在︑ 店 を
フシーズンがなくなりました﹂と

に鼻腔をくすぐられる︒デニムや

年前に他

切 り 盛 り す る の は︑
さま︑奈美さんだ︒
内はもちろん全国︑世界と︑自転

しめて長距離移動できるため︑道

ん︑店頭でも購入可能だ︒年中楽

スタッフの柏谷倫之さん︒もちろ

﹁夫は昔︑音楽をやるために上京

界されたオーナー松浦修さんの奥

し︑東京在住時にマウンテンバイ

方の趣味の幅も広がったみたい︒

客さんも音楽を楽しんだりと︑双

車にハマったり︑自転車好きのお

ライブをきっかけに来店して自転

うことも︒音楽好きのお客さんが

てからは︑店内で音楽ライブを行

札幌に帰ってサムズバイクを開い

面白いモノとの出合い︑そしてス

きっと修さんの力だけではない︒

し ょ う ね ﹂と 奈 美 さ ん は 笑 う が︑

る人が絶えないのも︑夫の人徳で

﹁いまだに遠方から訪ねて来られ

の自転車も息を吹き返す︒

井健さんの手にかかればクタクタ

る人も多く︑ベテラン修理工の皿

の途中にメンテナンスで店を訪れ

クに出合ってのめり込んだんです︒ 車好きのコミュニティも広い︒旅

自転車以外のいいものも︑こうし
タッフの気さくな笑顔があるから

て発信していきたいです﹂
店内には地元月寒のロースタ
こそ︑みんなここに集まるのだ︒

創業29年。ファットバイクを生んだ
アメリカのブランド〈 SURLY 〉をは
じめ、
国内外のブランドを取り扱う。
住 札幌市豊平区月寒西1条8丁目1-5
☎ 011-851-6886

リー︿ いわい珈琲 ﹀のサムズバイ

SAM’S BIKE

クオリジナルブレンドや︑仲間が

サムズバイク

作ったエナジーバー︑赤井川村吉

5

4
6

川 農 園 の 米︿ Samʼs Rice
﹀な ど︑
自転車屋っぽくない商品も並ぶ︒
9
8

﹁ 買う ﹂
﹁修理する﹂以外の用事で
自転車屋に寄ることはあまりない
が﹁ ちょっと自転車 を 覗 き た い ﹂

9

という人が気軽にドアを開けられ
7

1.スタッフの柏谷さんは、元サムズバイクの常連。 2.昨年できたオリジナ
ルキャップ。これをかぶって自転車旅をする人も。 3.自転車修理を担当す
る皿井さん。 4.一見自転車とは関係ない商品も、ほとんどが人とのつなが
りから生まれている。 5.6.好きなデザインや用途に合わせて、自転車も自
由にカスタマイズ。 7.マウンテンバイクの本場、アメリカの自転車屋を思
わせる外観。 8.左から、
柏谷さん、
奈美さん、
皿井さん。この3人になって1年。
9.小回り抜群のトレーラーは取り付け簡単で、45キロまでのせられる優れもの。
2

1
3

4

るよう︑店に入る口実をつくって

Information

自転車の魅力も、
それ以外のものの魅力も。

Longride in Hokkaido

Profile

兜沼
（かぶとぬま）

1968年生まれ。三重県在住。趣味は写真を撮ること。夏休みを

浜頓別
（はまとんべつ）

天塩
（てしお）

利用して北海道自転車ツーリングに。詳細は、
ブログで！

羽幌

www001.upp.so-net.ne.jp/meisaku/hokkaido/index.html

北竜

Day
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8月14日

晴れ時々曇り／11〜21°
C

浜頓別 → 枝幸 → 雄武 → 紋別

北海道自転車ツーリングに魅せられて。

稚内

平尾一真さん

月形

当日 145.3km／累計 655.6km

雄武
（おうむ）
紋別

サロマ湖
網走湖
女満別

斜里

千歳

撮影日和の長距離走行
6時40分出発。オホーツク海沿岸を網走方面に走る。
昨日キャンプ場で見かけたソロのチャリダー2人と

コンビニで遭遇し、情報交換。走行中の栄養補給は、
セイコーマートで。道民のことを考えた品ぞろえに、
いつも感動する。日の出岬、
流氷岬、
紋別のカニの爪
で記念撮影。17時20分にキャンプ場へ。
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Day

Day

Day

Day
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8月15日

8月16日

8月17日

8月18日

8月19日

晴れ／16〜25°
C

紋別 → 湧別 → サロマ湖 → 網走湖

晴れ時々曇り／20〜25°
C

曇り／17〜24°C

曇り／16〜19°C

曇りのち晴れ／15〜24°
C

当日 121.5km／累計 776.6km

＊自転車をお預けの際は、
事前にAIRDO予約・案内センターまでご連絡ください。

から時計回りに知内まで、20 日間で海

旅日誌が並ぶ。日ごとに、たくさんの写

岸線をほぼ一周。
「こんなに面白いのな

真と 1 万字を超える文章、走行データ、

ら来年も！」と繰り返して現在に至る。

しりうち

大自然の中で解き放たれ、見知らぬ人

食事の記録、キャンプ場情報が、見事に
北海道自転車ツーリング2019より
＊走行距離はHPの数字に合わせました。

Day

1

8月9日

と触れ合い、ときには悩むソロサイクリ

整理整頓されている。

ストの記録は、ロマンあふれる冒険記だ。

発信人は平尾一真さん。勤続 10 年目

曇りのち晴れ／24°C

新千歳空港 → 岩見沢 → 月形

当日 78.6km／累計 78.6km

景色のいい月形経由を選ぶ
10時に新千歳空港に到着。預けていた輪行袋を受け
取り、
ツーリング用自転車を組み立てる。11時20分、
曇天の中を出発。向かい風のため、時速17キロくら

当日 85.9km／累計 862.5km

いで北上。長沼あたりで青空が見えてきた。岩見沢
のヤマト運輸で別送のサイドバッグを受け取り、装
備完了。17時40分に偕楽公園キャンプ場へ。

Day

2

8月10日

雨時々曇り／16〜18°
C

月形 → 浦臼 → 北竜 → 羽幌

当日 157.6km／累計 237.1km

知床の夜は思わぬ飲み会に

大学生のチャリダーと出会う

台風接近のため予定を練り直し、今日の走行距離は
90キロほどに設定。6時10分に出発し、網走駅から
釧網本線沿いを走る。オホーツク海岸道路に入ると
晴れてきたが、
向かい風や突風に難航する。14時30
分に知床野営場へ。風が避けられる場所を探して設
営。近くに車を停めたおじさんに焼き肉に誘われる。

レインスーツを着て6時40分に出発。霧雨の中、道
の駅に寄っては雨宿りしながら北上。留萌の町の入
り口にあった気温計は、18度。寒いはずだ。日本海
沿いのオロロンラインで抜きつ抜かれつしたチャリ
ダーと一緒に、17時に羽幌のキャンプ場へ。食後は、
北海道海鳥センターの隣にある温泉に浸かる。

Day

3

8月11日

曇り時々晴れ／17〜21°
C

羽幌 → 初山別 → 天塩 → 兜沼

当日 125km／累計 362.1km

日記を書きつつ体を休める

今回初の自分撮りに挑戦

昨夜は酔っ払った。目覚めると4時40分。風が強く、
右膝の調子も悪い。休息日にしたいが、
走行距離0キ
ロは恥ずかしい。旅の日記を書きながら、雨が止む
のを待つ。設営場所を少し移動して、近くの温泉に
自転車で行く。夕食はいつも、持参のレトルトが中
心。カレーと味噌汁、
コンビニのサラダとザンギ。

朝は、定番のインスタントラーメン。6時55分に出
発する。荷台に洗濯物を干しながら、
北上。遠別から
は、開拓農道町道浜更岸線を走る。ガードレールも
電柱もなく、しばし時間を忘れるような道が好きだ。
サロベツ原野を抜け、
豊富温泉を横目に、16時30分
にキャンプ場へ。東屋の中にテントを設営。

当日 101.2km／累計 964.6km

女満別 → 美幌峠 → 女満別空港

リング』のページを開くと、全15 回の

森の中を走る一本道

当日 1km／累計 863.4km

ウトロ → 網走 → 女満別

の休暇に、初めて北海道を訪れた。小樽

今朝も6時40分に出発。海岸沿いの国道を東に向か
い、
コムケ湖やサロマ湖に寄り、
道の駅ではホタテ焼
きを食す。その後、個人的には日本一だと思ってい
るオホーツクサイクリングロードへ。16時50分に
呼人浦キャンプ場に到着。網走湖と夕日が美しく、
自炊しながら暗くなるまで撮影した。0時に就寝。

網走湖 → 小清水 → 斜里 → ウトロ

ウトロ

ある会社員の HP。
『北海道自転車ツー

Day

4

8月12日

雨／16〜19°
C

兜沼 → 浜勇知 → 稚内

当日 45.8km／累計 407.9km

最後の夜は湖畔のキャンプ場

夜、今後の計画を練り直す

小雨の中、撤収作業をしているとエゾシカが現れた。
7時40分出発。一昨日来た道を戻り、15時40分に女
満別湖畔キャンプ場へ。自転車の旅は、キャンプ生
活が楽しい。普段はめぐり合わない業界や世代の人
と食事をしながら話すと、自分の考え方や視野が広
がる。ハイボールを飲みつつ日記を書いて就寝。

天気予報は終日雨。レインスーツだけでなくシュー
ズカバーもつけて10時に出発。激しい雨の日は、車
の水しぶきを浴びるが、すれ違うライダーの声援も
受ける。昼過ぎに稚内温泉童夢へ。15時20分には北
防波堤ドーム到着。テントを設営し、
買い出し、
夕食、
洗濯。ウィスキーのガラナ割りを飲みつつ就寝。

当日 74.4km／累計 1039km

Day

5

8月13日

曇り／15〜20°
C

稚内 → 猿払 → 浜頓別

当日 101.7km／累計 509.7km

美幌峠を目指して帰路に

地平線と夕日を満喫した

7時に出発、8時にヤマト運輸に立ち寄りサイドバッ
グを送る。10キロ減と身軽になった自転車で、美幌
峠を目指す。知床峠、
津別峠を加えて、
北海道の峠マ
イベスト3。峠はつらいけど、
登った時の達成感が最
高。これがあるから、また目指すのだ。14時40分に
女満別空港へ。機内で11日間の総括をした。

7時25分出発。準備を整え、向かい風の中、宗谷岬を
目指す。2日目に出会ったチャリダーと再会。この先

はオホーツク海沿いの南下に変わる。猿払村のエサ
ヌカ線は、すばらしい景観。三脚と赤外線レリーズ
を使って自分撮りを楽しんだ。15 時 40 分にクッ
チャロ湖キャンプ場へ。夕陽をバックに自転車撮影。
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距離は
万

キロぐらい︒

﹁現役を退いてからは︑年間走行

万キロとしたら

選手だった頃はもっと走っていた
ので︑平均して
⁝⁝もう 万キロか﹂
そう言うのは︑全日本チャンピ
オンや世界選手権代表など︑輝か
しい成績を残してきた元プロロー
ド選手の大石一夫さん︒会社員を
していた 歳のとき︑知り合いの
代走としてロードバイクに乗り始
め︑それをきっかけにロードレー
ス に 参 戦︒ 瞬 く 間 に ト ッ プ レ ー
サーとなり︑ 年に函館で行われ
た﹁ 国 体 ロ ー ド レ ー ス ﹂︑道 北 で
開催された﹁ツール・ド・北海道﹂
では個人総合優勝を飾っている︒
﹁おおよそですけど︑北海道は
万キロ以上は走っていると思いま
す︒それぞれの地域に特徴があっ
て︑僕は変化に富んだコースが組
める道南エリアが好きです︒ただ︑
どのエリアも本州にはない大自然
があって︑空気はカラッとしてい
るし︑ロードレースの本場ヨーロッ
パみたいなのはうれしいですね﹂
かつては選手向けの大会で注目
されることが多かった北海道だが︑
近年はホビーサイクリスト向けの
とサイクリングを組み合わ

イ ベ ン ト も 注 目 を 集 め て い る︒
せた
﹁十勝中札内グルメフォンド﹂

や︑極太タイヤのファットバイク

sakura.ne.jp/cpns1200km2020.html

で流氷を楽しむ﹁オホーツク流氷

hokkaido-okhotsk-cycle.com

ライド﹂といったハードルの低い大

4年に一度開催される超ロングライドイベ
ント。札幌をスタートし納沙布岬を経由し
て90時間以内に戻ってくる。2020年開催
予定だったが、
2021年に延期に。sappwind.

北海道

毎年 2 月に開催、流氷を見ながらサイクリ
ングする初心者でも参加できるイベント。
参加費には、ファットバイクのレンタル代
も含まれる。距離は短いが貴重な体験が！

会 か ら︑
﹁

毎年7月の第2週に開催（今年は中止に。2021
年開催予定）、地元のグルメを楽しむサイク
リングのあとはBBQ大会もあるユニークな
大会。距離は30〜130キロまで、
3つのコース
から。gf-tokachinakasatsunai.com

㎞納沙布岬﹂といったエキスパー
ト向けの大会まで充実している︒
なかでも人気を集めているのが︑
﹁ ニセコクラシック ﹂だ︒のんび
り走りたい人から︑本格的な国際
レースを目指す人たちまで︑全国
から参加者が集まっている︒
﹁ニセコは上りの勾配はユルくて︑
下りは楽しいコースです︒
ツール・
ド・北海道のコースに似ています
が︑完走しやすいように工夫もさ
れているし︑誰もがまた参加した
くなるイベントです﹂
普段は走れないコースや︑一人
では完走できない距離だって︑み

1200km “Cape Nosappu”

1

1
2
0
0

んなで走れば達成できるもの︒ペ

ニセコクラシック

NISEKOCLASSIC

トップレベルのアマチュアが集まるレースと、
別日でサイクリングイベント（ニセコ羊蹄ファ
ンライド）も併催される。6 月開催だったが、
今年は8月に延期予定。nisekoclassic.com

ダルを漕げば︑新しい北海道の景
色が見えるはずだ︒

BMR北海道1200km納沙布岬

Okhotsk Drift Ice Ride

2
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Information

北海道の自転車大会が面白い!

Races in Hokkaido

photo: Yazuka Wada

オホーツク流氷ライド

Gourmet fondo in Tokachi Nakasatsunai

5
0
0
0
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写真提供：Niseko Classic
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十勝中札内グルメフォンド

1

B
B
Q

Profile

大石一夫さん

1961年生まれ。全日本選手権優勝を筆頭に、
国体3勝など圧倒的な戦績を残す元ロード選

手。現在は長野県でショップ〈 ラヴニール 〉
を経営。www.oishijyuku-lavenir.com

北海道ならではの大会

道南の歴史、
道北の牧場、道東の国立公園、
etc. 地域ごとの魅力を感じる
いざ出発!
この時季ならではの 8 ルートを紹介。新たな発見を求めて、

6月におすすめしたい!

各地の個性を感じる8つのコース。

美唄観光フラットサイクリング
田園風景を走り抜ける心地よさが
とびきりのリラクセーションに

左／空知ならではの田園風景を進む。右上／宿泊施設としてもサイクリストに人気のピパ
の湯ゆ〜りん館で、
クロスバイクやファットバイクをレンタル。右下／6月は菜の花畑も見頃。

めむろを撮る散走
畑や牧場に親しみながら
十勝平野をゆっくり走ろう

美唄市

空知管内で開催される数々のイベントがきっかけとなり、
とくに近
年サイクリング熱が高まっている美唄市。札幌からも近いので、初
級コースであれば気軽に楽しむことができる。とくに6月は、
田植え
を終えたばかりの美しい田園や東明公園のツツジなどを眺めながら、
ときには鳥の声にも癒される、
素敵な時間が過ごせそう。

十勝平野の中心部、
広大な農村風景が特徴の芽室町は、
散歩をするよ
うに楽しむ散走を提案している。電動アシスト自転車に乗りながら、
ガイドと一緒にゆっくりツーリング。延々と続く白樺林や果てしな
く広がる小麦畑に感動しつつ、
撮影したり、
農家の人と触れ合ったり、
カフェに立ち寄ったり。農村景観を存分に堪能できる。

Information

Information

走行距離15キロ／走行時間約1時間／初級コー
ス 問い合わせは、美唄市経済部経済観光課
（☎ 0126-63-0112）へ。

左／青空と畑の緑のコントラストが美しい6月。右上／ブーツカバーを着用の上、
地元の農
家の方がガイドをすることも。右下／芽吹きから収穫まで変化する風景をパシャ!

摩周屈斜路ヒルクライムライド
道東の雄大なパノラマの中、
体力と技術の限界に挑戦を！

左／阿寒摩周国立公園を抜けるコースで自然を満喫。右上／アップダウンの厳しい道も、
摩
周湖の絶景を眺めて走れば頑張れそうだ。右下／美幌峠から眺める屈斜路湖もすばらしい。

景色はもちろん、風や匂いまで。
丘陵の心地よさを、
五感で味わう

弟子屈町

北海道のサイクリングコースとして名高い、美瑛町の丘陵地帯。雄
大な大雪山連峰を望むこともでき、6月は花が咲き始め、
秋まき小麦
の緑が美しく、下旬にはじゃがいもの花も開き始める。アップダウ
ンのある農道を走るコースだが、
最近は電動アシスト自転車が普及
し、
小学生高学年から80代の高齢者まで参加しているそう。

Information

Information

走行距離 115 キロ／走行時間約 8 時間／上級
コース 問い合わせは、摩周湖観光協会（☎
015-482-2200）へ。

左／自動車は駐停車できない農道も、
自転車ならゆっくり楽しめる。右上／途中には、
羊の
放牧を眺めながらソフトクリームが食べられる場所も。右下／電動アシスト自転車で。

走行距離約15〜16キロ／走行時間2〜2.5時間
／初級コース 問い合わせは、
Guided Cycling
Tour 美瑛（☎ 090-5956-4567）へ。

道南追分ビューライド
海岸線、松前藩の歴史、
食文化。
3つの魅力が楽しめるルート

豊富町

南北海道

総面積1500ヘクタール（東京ドーム約320個分）の広さを誇る、大
規模草地牧場。5〜10月には1500頭の牛が自然放牧される丘陵地
帯の中、片道約10キロの道を走り抜ける、北海道ならではのコース。
アップダウンが激しいものの、
電動アシスト付き自転車をレンタル
すれば気軽にチャレンジすることができる。

木古内町の道の駅を起点に、
知内、
福島、
松前、
上ノ国、
江差と６つの
町をつなぎ、
松前藩などの歴史や文化の面白さを体験しつつ、
地元の
味も堪能しながら巡るユニークなコース。海の向こうに見える、津
軽半島、
小島、
大島。天気がいい日は奥尻島が見えるまでを目標に走
る、
という楽しみも。2泊3日をベースに、
実力に合わせて計画を。

Information

Information

走行距離33.8キロ／走行時間約2.5〜4時間／
（電動アシスト付き自転車で）中級コース 問
い合わせはHP（toyotomi-kanko.net）から。

左／松前から上ノ国に向かう海岸線。西回りなので海側を走行、
追い風を受けられることも
多い。右上／北海道最南端の白神岬。右下／コース内にはサイクリングポートが7か所ある。

エゾイチ（羊蹄山一周）
眺める位置によって変容する
羊蹄山を楽しみながら、
走る！
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美瑛町

サイクルレース「グランフォンド摩周」でも有名なこのエリアには、
道東ならではのダイナミックな自然が満喫できる、
上級コースがあ
る。弟子屈町を始点に、
勾配が強くカーブもきつい摩周湖を通り、
屈
斜路湖を抜けると、絶景ポイントとしても有名な美幌峠へ。行程の
ほとんどが国立公園内というのもすばらしい。

目線の高さに空が広がる
宗谷地域の雄大な景観を存分に

左／羊蹄山を眺めつつ。右上／電動アシスト式自転車のレンタルは〈 ホワイトアイル十字街
店〉
（☎ 0136-22-6699）で。右下／羊蹄ニセコ自転車走行協議会が設置している案内看板。

走行距離16キロ／走行時間1.5時間（ツアー総
時間4時間）／初級コース 申し込みは、
めむろ
散走のHP（memurocycle.com）から。

パッチワークの路コース

サロベツリフレッシュロード

左／360度遮るもののないロケーション。見上げずとも広い空を感じる。右上／ドラマや
CMのロケ地に使われることも多い。右下／レンタル可能な電動アシスト付き自転車。

芽室町

走行距離約180キロ／走行時間約15時間／中
級コース 詳細は、チャリ旅みなみ北海道の
HP（cycletourism-southhokkaido.org）から。

札幌近郊プレミアムロードバイクサイクリング
北海道らしい景観を凝縮した、
知る人ぞ知る秘密のコース

ニセコエリア

札幌近郊

スポーツアクティビティが盛んなニセコエリアには、
魅力的なコー
スもたくさんある。なかでもレベルを問わず楽しめるのが、羊蹄山
一周。山麓7町村による羊蹄ニセコ自転車走行協議会が、
ルート上に
看板を設置。適度なアップダウンがあり、
途中には2か所の羊蹄山の
湧水が汲める場所も。自転車で巡って、
夏もニセコを満喫したい。

JRあいの里公園駅を起点にした石狩から新篠津までを巡るコース

Information

Information

走行距離49.2キロ／走行時間約3〜4時間／初
中級コース コースの詳細は、羊蹄ニセコ自転
車走行協議会のHP（ynca.fun）をチェック！

を、
レベルやリクエストに合わせてガイドがアレンジ。いずれも、
海
岸線、
地平線、
丘の風景などの絶景を楽しみながら、
車がほとんど走
らない農道や市町村道を選んで、より快適に走ることができる。こ
んなスペシャルな体験が、
札幌近郊で味わえるなんて！

左／知る人ぞ知る道も選んだ、自転車で走ることを最優先に考えた究極のコース。右上／
ロードバイクをはじめ、
ヘルメットなどの貸し出しも可能。右下／頼れるガイドと。

走行距離50〜100キロ／走行時間約3〜6時間／
初心者から上級者まで
サイクリングフロン
ティア北海道のHP（hokkaido-cycling.jp）。
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北海道移住ライフ

北海道庁

AIRDO

美しい

北海道には
「美しいなまえ」
がたくさんあります。
とくに地名は風景と関連して、
より魅力的に感じられることも。

北海道に縁のある方に尋ねました。
「美しいなまえ」
は何ですか?

移住してきた皆さんに、北海道の暮らしについてインタビュー！

な まえ

photo: Atsushi Takahara text: Satoko Nakano

photo: Asako Yoshikawa text: Satoko Nakano
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Vol.

第 19回

Person

菊地辰徳さん、
恵実子さん、このはちゃん
移住歴：千葉県
（恵実子さんは愛媛県）
→アメリカ→東京都→岩手県→白老町
居住期間：4年目
アメリカの大学で出会ったふたりは、
帰国後 10 年ほどして東京で再会し、
結婚。岩手県への移住を経て、辰徳
さんは地域おこし協力隊となり家族で
白 老 町 へ。 現 在 は〈haku hostel ＋
cafe bar〉を経営しながら、リモート
で東京のコンサルティング業務も行う。
カフェバーは宿泊者以外も利
用可能。セレクト雑貨も購入
できる。hakuhostel.com

ここは、人と人、人と場所との交流が生まれるホステル。
しらおい

Q. なぜ白老町を選んだのですか？

れから観光客が増えそうなのに、町に

他者との距離感を保ちつつ違いを尊重

乗馬や馬術をやっていた関係で「馬と

宿泊施設が足りない。そんなときに空

し合える関係が性に合っていて、そん

暮らしたい」と思うようになり、馬と

き旅館を見つけて、これは生かしたほ

な関わり方が心地よく感じるんです。

の共存が根づいている岩手県遠野市に

うがいいと感覚的に思いリノベーショ

移住。そこで産官学民連携で行う地域

ンに着手しました。ホステルにしたの

Q. 最近の新しい取り組みは？

づくりに参加し、事例発表で白老町に

は、この地域にない宿泊のスタイルだ

カフェバーの壁を利用して、haku の改

呼んでいただいたことがきっかけで、

から。ただ泊まるだけでなく、交流が生

装を手伝ってくれた〈飛生アートコミュ

北海道もいいなと思い始めたんです。

まれる場所にしたかったんです。

ニティー〉のアーティストたちの作品

牧草地の風景も美しかったので、馬 2
頭、猫 5 匹を連れて引っ越しました。

Q. ホステルを始めるきっかけは？
〈ウポポイ〉のオープンが決まり、こ

Q. 白老町はどんな町ですか？

老にはこんな人たちがいる、と知って

人によりますが、いい意味でドライ。

もらうだけで、場所を通じた交流がで

僕たちはアメリカで暮らしていたこと

きる。そんなコミュニケーションハブ

もあって、やりたいことをやりながら

としても、機能させていきたいです。

い

鈴井貴之

（タレント、映画監督、構成作家）

あかびら

僕はいま赤平で生活をしていて︑

高速道路を頻繁に利用するんです︒

常々感じていたのが︑道中にある

﹁ 美 唄 ﹂と い う 地 名 の 美 し さ︒ な

にせ〝美しい唄〟ですから︒
﹁唄﹂と

いう文字を目にした瞬間︑頭の中

にメロディが流れ出すような︑見

ることで聴覚が刺激されるような

不思議な感覚があります︒

分で人を感動させたり︑気

4

うた︑っていいですよね︒たった

3

〜

持ちを揺さぶったりする力がある

2

じゃないですか︒僕がやっている

演劇や映画は︑ 時間観せなきゃ勝

負にならんわけですよ︒だから僕

もうひとつ︑自分の生活圏にあ

は︑音楽に嫉妬してるんです︵笑︶︒

る名前として﹁空知﹂はすごく北海

道的だなあと思います︒
なにせ
〝空

を知る〟ですから︒

なぜそんなことを思うかという

と︑本州の人に北海道のイメージ

を聞いた時﹁空がワーッと広い﹂と

言われたからです︒高い建物も山

もなく︑どこまでも抜けるような

の地域情報、
移住に関する相談窓口です。気軽に
ご相談ください。
（☎ 090-1541-0011）

空︒北海道の渓谷は美しくて⁝と

JR有楽町駅前の東京交通会館8階にある、北海道

話しても﹁本州にも自然豊かな土地

取材協力：白老町経済振興課観光振興グループ

移住相談窓口
〈どさんこ交流テラス〉

はあります﹂と言われて︑なるほど

北海道の暮らしや移住についての詳しい情報は、
こちらのサイトへ！ 市
町村の魅力や移住支援制度、
地域おこし協力隊、
移住PRイベントの情報な
ど、
しごと、
住まい、
暮らしに役立つ内容が満載です。まずは、
Web『北海道
で暮らそう！』
（www.kuraso-hokkaido.com）をご覧ください。

と思ったんです︒当たり前すぎて

北海道
移住情報

意識していなかったけど︑この広

移住情報はポータルサイト
『北海道で暮らそう！』
で検索！

Information

ば

美唄

すずい・たかゆき／赤平市生まれ、
同市
在住。大学在学中に演劇の世界へ入り、
その後HTB『水曜どうでしょう』の“ミ
スター”として一躍有名に。2001年よ
り、映画監督としても活動を開始。ド
ラマの脚本・監督も手がけるほか、
プロ
ジェクト〈 OOPARTS 〉で舞台も行う。

い空を日々見られるのは幸せなこ

白老町は、
新千歳空港から車で約40分の場所に位置し、
アイヌ文化の復
興拠点、
〈 ウポポイ（民族共生象徴空間）〉が誕生するまちです。海・山・川
などの自然にあふれ、
白老牛、
虎杖浜たらこ、
鶏卵、
椎茸など食材も豊富で
す。
〈 ウポポイ〉の程近くには白老駅北観光インフォメーションセンター
が開設され、
白老町の観光拠点としてさまざまな情報発信を行います。

び

とかもしれないですね︒
︵本人談︶

地域情報
［白老町］
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を展示販売できるようにしました。白

白老町に、ぜひ一度お越しください！

Place

写真は、
美唄市にある〈 安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄 〉から見上げた夏の空。

とびう
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作り手の熱量がカタチになって
私たちの暮らしを彩ってくれる。

Profile
西山雪（にしやま・ゆき）さん
／北海道生まれ。18歳でガラ
ス工芸の道へ。道外で学び、
2010年より故郷である長沼
町の工房で活動中。6 月10日
から16日まで、
東京の日本橋
髙島屋本館 6 階〈美術工芸サ
ロン〉
にて個展を開催する予定。

今回の手しごとは、野花の生命力を
感じさせる、繊細なガラスの器。

北海道発

道内各地に暮らす情報通なあの人から、
なんだかほっこり、楽しくなるようなニュースをお届けします。
〈ケータのケータリング〉、津別の
〈NPO法人 森のこだま〉
から。
今月は、
浦河の小冊子
『カエロ』
、下川の

photo: Atsushi Takahara, Masatsugu Sugawara
text: Shizuka Katayama
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illustration: Yoshifumi Takeda
text: Maki Ishida, Chigusa Ide

るべく使用し、唐揚げや卵

タケなど町内産の食材をな

にしました。トマトやシイ

菜と弁当の店を始めること

いう思いから、この春、惣

れ合って喜ぶ顔を見たいと

して、お客さんともっと触

町の老舗パン屋の息子と

を作っていきます！

なるような、おいしい料理

る人たちが少しでも幸せに

した。ストレスを抱えてい

オープンになってしまいま

ウトの需要が高まる時期の

グ〉。図らずも、テイクア

た〈 ケ ー タ の ケ ー タ リ ン

店名は、僕の名前を冠にし

中心に展開していきます。

from

小冊子『カエロ』には、現実を「変
える」、
浦河町に「帰る」、
ふたつの
意味が込められています。冊子に
は、
町内唯一の映画館〈 大黒座 〉の
楽しみ方なども。kaero.net

先生は「生徒の日常が身近

になる夢を叶えた小学校の

20

代で開業した居酒屋店主

私もそのひとりでしたが、

に感じられる」と言います。

は「故郷のつながりで常連

Ｕターンしてからはおいし

こんな先輩たちの声を届け

高校卒業後は、ほとんど

い食材をはじめ、地元の魅

ることで、地元を離れた若

の若者が進学や就職のため

力を再発見。そんなＵター

者に、今まで気づかなかっ

に町外に出てしまう浦河町。 ができた」と。地元で教師

ン者の声を届けようと『カ

た魅力を知ってほしいです。

!

エロ』を創刊しました。

札幌や大阪での修業後、

いままではパンや焼き菓子を作っ
ていたが、
これからは料理人として
チャレンジする矢内さん。
〈 ケータ
のケータリング 〉
（☎ 090-75146616）は、5月末にオープン予定。

やまぐちこのみさん
〈 NPO法人 カエロ 〉副代
表。札幌でデザイナーとし
て10年勤務。心穏やかに暮
らしたいと U ターン、地域
おこし協力隊へ。
「文化活
動が盛んなところも好
き！」komidesign.info

（ガラス／長沼町）
も展望台の標高が９４７

ビューポイントです。しか

の向こうに朝日が望める

側に位置する津別峠は、湖

大きいカルデラ湖。この西

ちばん、世界では２番目に

屈斜路湖は、日本ではい

感動してほしい。冬季通行

るほど！」と納得しながら

自然の仕組みを知って「な

は、眺めるだけでなく、大

イドします。北海道の絶景

そんな謎解きもしながらガ

そもそも雲海とは何なのか、

なぜ雲海が多く現れるのか、

津別峠ガイドツアーでは、

か月間限定のサプライズ体験 ︑
津別峠 ガイドツアーが始 まります︒

メートルもあるので、かな

止めが解除となる６月１日

くっしゃろ

り高い確率で、雲海から昇

から開始します。

上野真司さん
〈 NPO法人 森のこだま〉
代表。町民の森である〈 ノ
ンノの森 〉を拠点に、森林
セラピーなど自然と触れ合
うツアーを企画。
「空を見
上げなくても星に包まれる、
宇宙ツアーもおすすめ」

る朝日を見ることができる

透明なキャンバスに描く、
北国の自然。

という魅力があるのです。

揺らぐような曲線が印象的なガラ

＊サンドブラストとは、
機械によって砂状の研磨材を吹き付け、
ガラスを削る加工法。

スに︑一筆一筆描き出された身近な

19

草花︒西山雪さんの作品は︑宙吹き

右／学生時代は日本画も描いて
いた西山さん。4 年ほど前にガ
ラスに絵付けを組み合わせる発
想に出合い「やっと自分が気持
ちよく作れる表現を見つけた」
中・左／宙吹きは、
型を使わない
技法。
「表面張力や遠心力など、
自然の力を利用します。シンプ
ルだからこそ難しく、真っ向勝
負な感じが楽しい」

という技法で作られた器にサンドブ

ラストで彫りを入れ︑さらにエナメ

ル で 絵 付 け を 施 し 完 成 す る︒
﹁ガラ

スは透明なキャンバス︒形も自由︑

施 す 色 も モ チ ー フ も 自 由 で︑ 楽 し

い﹂︒福寿草やナズナ︑
ハマナスなど︑

工房のそばにある自然を描く西山さ

ん︒葉の虫食いやアリの姿も︑﹁自然

そのものの生命力が感じられるか

ら﹂と︑そのままガラスに描き出す︒

て︑次から次へと新しいものを描き

﹁身の周りにモチーフがあふれてい

たくなってしまうんです﹂
︒定番と呼

ば れ る 図 案 は な く︑年 ︑ 回 開 催

する個展では︑常に新作を発表して

いるそう︒
﹁これからも〝北海道の作

家〟として︑足元のものを描き続けた

い︒この場所がホームであるという

のが︑
私のアイデンティティだから﹂

3
4

食でパワーアップ

西山 雪

30

老舗のよ うに愛される 店へ︒
︿ケータのケータリング﹀
開店

下川町

from

浦河町
歳 未満は無料の
ローカルマガジン
﹃カエロ﹄
︑
創刊︒

焼きのような、家庭料理の

矢内啓太さん
下川生まれ下川育ち。イベ
ント運営にも積極的に参加
する、
町の人気者。
「下川町
の好きなところは、人と風
土。いまの時期は、初物の
地元野菜を料理するのが楽
しみです」

温かさを感じるメニューを

チトセバイカモの大鉢。チトセバイ
カモは北海道の清流に生息する水中
花。あえてガラスに分厚い部分を作
り、
両面から彩色を施すことで、
絵の
立体感がぐっと際立つ。
「彫りを入
れることでも奥行きが増します。表
現の可能性を模索中」。個展では季
節に合った作品が展示される。

映画館もある！

5

雲海×朝日

from

津別町

「屈斜路湖・雲海ガイドツアー in
津別峠」は6月から10月までの期
間、
〈 ランプの宿 森つべつ 〉と
〈 屈斜路プリンスホテル 〉からス
タート。 ノンノの森ネイチャー
センター（☎ 0152-77-3344）
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1

界最長の吊り橋である明

おのころ島に降り立った

神話を
兵庫県南部に位置する淡路島︒
瀬戸内海最大で︑南北に長いこの島は
﹃古事記﹄や
﹃日本書紀﹄
に登場する
﹁国生み神話﹂をはじめとする
数々の神話に彩られている︒

神話をひもときながら ︑
日本の始まりの島を旅してみよう︒

由緒ある神社仏閣や自然信仰︑
国生みの舞台﹁おのころ 島﹂
など

旅する

地とされる場所は全国にいくつか

られ︑﹁天浮橋﹂に立って﹁天の沼矛﹂

の男女神は国づくりの使命を与え

たてできたという神話を彷彿とさ

佇まい︒
繊細な岩肌も︑
潮が固まっ

ろ島の伝承地にふさわしい優美な

どの小さな島だが︑たしかにおのこ

S
P
O
T

2

絵島
悠久の時間が刻んだ
侵食模様が美しい小島

おのころ島伝承地のひとつ。もと
もとは、そばにある陸地とつな
がっていたが、風化によって切り
離され小島に。古より月見の名勝
としても名高く、
『平家物語』では
平清盛が月を愛でた場所としても
登場する。橋で近くに行くことも。

photo: Yayoi Arimoto text: Ikuko Hyodo

淡路島。

神は夫

婦の契りを結び︑最初に淡路島を

現代の淡路島の〝 入り口 〟は近代
あり︑淡路島もそのひとつ︒しか
島の伝説が残る場所が複数存在す
最初に訪れたのは︑明石海峡大

この島は日本で最初に誕生した
日本最古の歴史書﹃古事記﹄や国史

橋から程近いところにある絵島︒

るのだ︒

﹃日本書紀﹄の冒頭に登場する︑こ

岩屋港に浮かぶ高さ メートルほ

で大海原をかき回す︒すると矛先

せる︒さらなるおのころ島を探し

いざなみのみこと

から潮の雫が滴り落ちて︑﹁自ずと

ぬぼこ

凝り固まってできた島﹂という意

せ ん ざ ん

住

兵庫県洲本市上内膳2132-7

に︑北端の絵島から南へと下った︒

いざなぎのみこと

んな神話だ︒伊弉諾尊と伊弉冉尊

﹁国生み神話﹂が息づく地︒それは

込んだかと錯覚しそうなほどだが︑ も淡路島の中だけでも︑おのころ

的で︑巨大なテーマパークに舞い

がて見えてくる大観覧車︒ 生み出すのだ︒おのころ島の所在

石海峡大橋を渡ると︑や

2

先山
岩戸神社

Data

20
21

20

「淡路富士」とも称される標高 4 4 8
メートルの先山も、
伊弉諾尊、
伊弉冉尊
が最初につくったといわれている。頂
上付近の木々の間に立つ鳥居の先には、
高さ約 8 メートルの巨石があり、天照
大神が姿を隠した天岩戸という伝説が。

兵庫県淡路市岩屋
住

世
味の﹁おのころ島﹂が出来上がる︒

神が最初につくった山には
天照大神の隠れた岩が

兵庫・淡路島
AIRDOが着く空港からの旅
S
P
O
T

国生み神話の舞台、おのころ島を探して。

Data

伊弉諾尊が終焉を
迎えられた地の神社

S
P
O
T

S
P
O
T

Data

Data
住

兵庫県淡路市岩屋

い

伊弉諾神宮
ざ
な

朱塗りの大鳥居が目を引く
かつては島だったという神社

S
P
O
T

ぎ

おのころ島神社

住 兵庫県淡路市多賀740
☎ 0799-80-5001
時 9:00〜17:00
（祈祷受け付け〜16:00）

絵島の近くにあり岩屋城跡の崖下
の洞窟に祀られている神社。伊弉
諾尊と伊弉冉尊、そして 2 神の間
に最初に生まれたヒルコノミコト
が祭神。ヒルコは恵比寿神と同一
視され、“西宮のえべっさん”こと
西宮神社の本家は岩屋という説も。

い わ く す

3

伊弉諾尊と伊弉冉尊の子
ヒルコを祀る洞窟神社

岩樟神社

国生み・神生みの御神功を果たさ
れた伊弉諾尊が、余生を過ごされ
た幽宮（かくりのみや）の旧跡に鎮
座。境内にそびえる樹齢約900年
の「夫婦の大楠」
（写真下）は、2株
の木が 1 株に融合した御神木で、
夫婦円満、
子宝などの信仰を集める。

6

おのころ島伝説の残る神社で、遠くから見
ると、平野に浮かぶ島のような佇まい。伊
弉諾尊、伊弉冉尊にまつわる鶺鴒石（せき
れいいし）
（写真左）など、縁結びのご利益
がある神社として多くの信仰を集めている。

4

Data
住

兵庫県南あわじ市榎列下幡多415

☎ 0799-42-5320

淡路の最奥部にそびえ立つ「天の御柱」
。

あわじ市にあるおのこ

ろ島神社も︑その名のと

南

おり︑おのころ島の伝説

が息づく場所だ︒そもそも内陸部

にあるのに﹁ 島 ﹂と呼ばれている

のが不思議だが︑かつてこの辺り

一帯は海で︑神社の鎮座する丘に

なっている場所こそが︑おのころ

は ぶ

島だったと伝えられている︒

10

淡路島南端にある土生港から船

でアクセスする周囲約 キロの沼

島は︑数あるおのころ島候補地で

最有力といわれている︒上空から

見ると︑勾玉のような形をしてい

るのも神秘的だ︒停泊する漁船や

わかめを干す人など︑のどかな日

常を眺めつつ︑集落を抜けて島の

中心を突っ切るように坂道を上っ

ていくと︑港と反対側の海岸線に

は切り立った崖が広がっていた︒

かみたて

絶壁の横で空に向かって真っ直ぐ

がみいわ

立つ︑矛先のような形をした上立

神岩は︑
国生み神話に登場する
﹁天

の御柱﹂と伝えられている︒伊弉

諾尊と伊弉冉尊が︑それぞれ別の

方向から巨大な柱の周囲を回り︑

夫婦の契りを結んだという場所だ︒

淡路島の〝 最奥部 〟にこうした象

徴的な景色がひっそりあることも︑

つい深読みしたくなる︒

真のおのころ島はどこなのか︒

正解はやはり神のみぞ知るのだろ

うが︑数々の神話に彩られた淡路

島には︑いまも変わらず人を引き

つける不思議な魅力が宿っている

先山の頂上にある、淡路山岳信仰
の中心となってきた寺。国の重要
文化財に指定されている梵鐘のほ
か、三重塔なども見事。
「洲本八
景」のひとつに数えられる展望台
からの眺めもすばらしく、天気が
よければ四国まで見渡せる。

先山千光寺

国生み神話ゆかりの霊峰
その山頂に鎮座する名刹

7

ことは間違いなさそうだ︒

S
P
O
T

住 兵庫県洲本市上内膳2132
☎ 0799-22-0281

神戸空港

淡路島
土生港
沼島
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Access

神戸空港から
淡路島へのアクセス
神戸空港駅からポートライナーに
乗って、三宮駅下車。神戸三宮か
ら淡路交通、神姫バスなどが運行
する高速バスで淡路島へ。ただし
今回の旅のように島全域を回る場
合は、レンタカーが便利。沼島へ
は土生港から沼島汽船に乗って約
10分。島内の移動は徒歩が基本。

沼島
上立神岩／
おのころ神社

三宮駅

5

淡路島に寄り添って浮かぶ
勾玉形の聖なる島
淡路島の南4.6キロに浮かぶ沼島。外海の海
岸線は上立神岩（写真右）をはじめとする奇
岩が多く、勇壮な景色が広がる。小高い丘の
上には、おのころ神社（写真左）が。山全体が
御神体で「おのころさん」と呼ばれている。

Data
上立神岩 場 沼島港から徒歩約20分
おのころ神社 住 兵庫県南あわじ市沼島73

岩上神社

S
P
O
T

Data

島を見守るように立つ
“ひもろぎのお岩さま”

S
P
O
T

8

伊弉諾神宮から車で10分ほど山道を登っ
たところにひっそりと佇む、巨石信仰の
神社。創建は室町時代。本殿後方の岩山
にそびえる、高さ約 12 メートルの神籬
（ひもろぎ）石は圧巻。この石に神が降臨
するのを待って、
祭りが行われたらしい。

Data
住

兵庫県淡路市一宮町柳沢乙614
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TOKYO HOLIDAY

text: Miki Hayashi

北海道の翼として、道内 6 空港から、北海道の皆様を東京へ。
東京で半日時間が空いたら行ってみたい場所をご案内するコーナーです。
4

※一部内容の中止、
会期や営業時間短縮などの変更が生じる場合があります。
最新情報はホームページなどでご確認ください。

1

2
一保堂茶舗 東京丸の内店
日本茶の多様さも楽しめる
京銘茶の老舗の路面店
京都に本店を構える一保堂茶舗の路面
店。抹茶、玉露、煎茶など、さまざま

な種類の日本茶の香りや味わいを試し
ながら、好みの一品を探せます。お茶
東京都千代田区丸の内3-1-1
丸の内仲通り 国際ビル1F
☎ 03-6212-0202
時 11:00〜19:00
（喫茶室18:30LO）
住

を淹れる楽しさを体験できる喫茶室

れ方を案内してくれるので、自宅でも
とっておきの一杯を味わえるはず。

ブリューティーカンパニー
北青山店

りすぐりのおいしさを、ぜひ味わって。
住

東京都港区北青山3-14-1-1F

☎ 03-6712-6895
時 10:00〜18:00

25

休

火

南あわじ市の丸山漁港近くにある、リ
ピーターの絶えない温泉民宿。多くの人
のお目当ては、3代目の竹中淳二さんが
作る“淡路的イタリアン”。淡路の食の豊
かさにまず驚き、
それらを存分に生かす
料理に感動するはず。旬が変わるごとに
食べたくなる、
忘れがたいおいしさだ。

五色町ののどかな風景の中にある陶芸
家・西村昌晃さんの工房で、
ギャラリーと
カフェを併設。カフェを担当する姉の栄
美帆子さんが作るスイーツを、
西村さん
の温かみのある器でいただける。使い勝
手が気に入ったら、
その場で買うことも
もちろん可能。夏はかき氷も人気。

住 兵庫県南あわじ市阿那賀1603
☎ 0799-39-0515
料 1泊2食付き1万1000円〜

住 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2667-2
☎ 0799-34-1137
カフェ＆ギャラリー 時 10:00〜17:00
休 火・水

淡路島出身の小濱二朗さんが、
沖縄から
Uターンして始めたカジュアルフレンチ
の店。週3日のみやっているディナーは
メニューがなく、
「僕もお客さんと会話
を楽しみたいから」と相談しながら決め
てくれる。友人宅に遊びに来たような、
親密な時間が流れるレストランだ。
住 兵庫県淡路市木曽上324
☎ 0799-64-7433
時 11:30〜14:00、
18:00〜20:00LO
（木・金・土のみ） 休 日・月

炭焼きあなごの持ち帰り専門店に併設す
る、
イートインスペース。メニューは二段
重のみで、
あなごのサイズ別に3種類か
ら選ぶ。ふっくら香ばしく焼かれたあな
ごは、
専門店ならではのクオリティ。二
の重にはだし巻きなどあなごを使った惣
菜が。隣でお土産を買えるのもうれしい。
住 兵庫県淡路市浅野南101-6
☎ 0799-82-0757
時 11:30〜13:30LO
休 火
（祝日の場合は営業）、
第3水

北から南へ、南から北へ。
広〜い淡路島を丸ごと楽しむ!
「島」
といえども、
とにかく広い淡路島。
エリアごとに雰囲気が変わるのもまた楽しい。
神話で巡る旅の合間に、
こんなスポットも！

べも楽しめそう。自家用にはもちろん、
お土産やギフトにもぜひ。

住 東京都台東区蔵前4-20-4
☎ 03-5843-8744
時 12:00〜19:00 休 月

ハーブティーやフルーツティーなども数
☎ 03-3642-3337
時 11:00〜19:00
休 月
（祝日の場合は翌平日）

老舗の焼きあなごを
イートインで気軽に贅沢に

に表れている 4 種類の煎茶は、飲み比

しい地域の茶葉も取り扱う紅茶専門店。

東京都江東区白河1-1-11

築100年の古民家で
カジュアルフレンチを

を販売。収穫された農園の個性が味わい

産地の紅茶はもちろん、ネパールなど珍

住

淡路の“土”の温かさに
時間を忘れてしまう空間

た煎茶をはじめ、ほうじ茶や玄米茶など

ダージリンやアッサムをはじめとする名

ティーは、お茶好きの間でも話題に。選

料理を食べに通いたくなる
気どらない温泉民宿

培農法に取り組んでいる農園で栽培され

ショップ。ティーバッグのバッグ製作ま
た 約 10 種 類 の 紅 茶 や 緑 茶、 ハ ー ブ

Sumiyaki Anago Asaji 1287

天候に恵まれたら、
雄大な夕日も
必見。夕日スポットとして人気な
のは、
島の西側の海岸線に沿った
「淡路サンセットライン」と呼ばれ
る県道31号や、
洲本の〈サンセッ
トパーク五色 夕日が丘公園 〉な
ど。写真は〈南海荘〉からの眺め。

世界各国の産地から届いた
上質なお茶がそろう専門店

で自社で手がけ、おいしさと質を追求し

炭焼きあなご あさじ 1287

Harenosara

1919 年から続く静岡の茶農園〈中村家〉

テ ィ ー ブ ラ ン ド〈Brew Tea Co.（ ブ
リューティーカンパニー）〉の日本初

ハレノサラ

神話の舞台を夕日が
ドラマティックに演出！

紅茶専門店TEAPOND

2012 年に英国リバプールで誕生した

樂久登窯
Rakutogama

お茶どころ静岡で栽培された
オーガニック日本茶

4

おいしさをとことん追求する
英国の新鋭ティーブランド

1

南海荘

の直営店。約 30 年前から無農薬有機栽

テーマ

東京で見つける
〝とっておきのお 茶 〟
︒

3

2

Nankaiso

NAKAMURA
TEA LIFE STORE

〈嘉木（かぼく）〉では、スタッフが淹

3

多くそろえているので、お茶の時間の楽
しみをグンと広げてくれそう。思わずコ
レクションしたくなる、クラシカルなデ
ザインの紅茶缶も必見です。

8

7

6

5

美湯 松帆の郷

福良マルシェ

うずしおクルーズ

淡路人形座

View Matsuho no Sato

Fukura Marche

Uzushio Cruise

Awaji Ningyoza

明石海峡大橋を望む
絶景の露天風呂

お土産にも喜ばれる
淡路産のみの新鮮市場

デッキから間近で眺める
迫力満点のうずしお

500年の伝統を受け継ぐ

温泉の島でもある淡路にはいくつもの源
泉が湧き出ているが、
こちらは島の玄関
口に位置する日帰り温泉。天然ラドン温
泉の露天風呂からは、
明石海峡大橋の絶
景が！ 昼の眺望も捨てがたいが、
橋がラ
イトアップされる夜も見事。食事だけの
利用も可能な〈レストラン望海楼〉も。

地元のものしか扱わないというコンセプ
トで、
農産物、
海産物、
加工品を販売。品
数が多く、
都市部で買うよりリーズナブ
ル。カフェスペースもあり、物販コー
ナーで買った刺し身を注文したご飯にの
せる〈セルフ海鮮丼〉や、
名産の玉ねぎを
のせ放題の〈淡路島ピザ〉などが人気。

大きいと直径が約20メートルにもなる、
鳴門海峡のうずしお。福良港から安定感
のある大型船で出航し、
うずしおが発生
するスポットのすぐ近くを通過する約1
時間のクルーズ。うずしおは潮流によっ
て発生する自然現象なので、
見頃の時間
帯はうずしおクルーズのHPで確認を。

江戸時代初期から昭和の初めまで大小さ
まざまな人形座があった淡路島。淡路人
形座では、
大座のひとつであった吉田傳
次郎座の道具類を継承して公演を行って
おり、
淡路人形浄瑠璃は国の重要無形民
俗文化財に指定されている。写真の『戎
舞』は国生み神話にまつわる演目。

住 兵庫県南あわじ市福良甲1530-2
☎ 0799-52-1244
時 10:00〜18:00
（土・日・祝9:30〜）
休 無休

住 兵庫県南あわじ市福良港
うずしおドームなないろ館
☎ 0799-52-0054
料 大人2500円、
小学生1000円

住 兵庫県南あわじ市福良甲1528-1
☎ 0799-52-0260 時 10:00、
ほか不定休
11:10、13:30、15:00 休 水、
料 大人1800円、
中高生1300円ほか

住 兵庫県淡路市岩屋3570-77
☎ 0799-73-2333 時 11:00〜22:00
（入館、
レストランの営業は21時まで）
料 大人700円、
子ども400円、
4歳未満無料
休 第1木

淡路人形芝居の常設館
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AIRDO CHANNEL

HOKKAIDO

「AIRDO CHANNEL」
ではAIRDOが力を注ぐさまざまな取り組みを隔月でお知らせします！

北海道に愛着やこだわりを持って働く人々がいます。
19回目にお届けするのは、余市町の〈余市SAGRA〉。
住んでいる土地にある食材を、
ただ当たり前に料理する。登地区のワインとともに、謙虚に、二人三脚で。
photo: Asako Yoshikawa text: Aya Shomura

AIRDO CSR活動「人を育てる」2
「北海道の将来を支える人材育成に貢献する」
ことを目的とし、
北海道内の高校・大学などとの教育連携や協働の取り組みを推し進めています。
1

2

北海学園大学との教育連携

札幌市立大学との連携事業

AIRDO は北海学園大学（経営学部・人文学部）と 2017

札幌市立大学（デザイン学部）との連携事業は 2017 年度

年より順次教育連携協定を締結し、同学部が開講している「企

より始まりました。「地域社会への貢献」を理念とする両者の

業研究リテラシー」の各種講義に、毎年 AIRDO から講師を

共通点もあり、連携事業の内容は年々拡充しています。

派遣してマナー講座などを実施しています。

ザインプロジェクト」（2018 年）や、快適な航空機利用のた

余市町︒ぶどう畑や農園が続くの

よいちワイン特区﹂に認定された

むことができるロカンダ︵宿泊施

ワイン︑その余韻をゆっくり楽し

宿泊準備も行う︒おいしい料理と

妻の弥生さんは︑接客だけでなく

今秋︒この土地の風土がもたらす

得力が増しますよね﹂︒初収穫は

す︒ワイン造りの経験があれば説

んでいただくワインの説明をしま

2
0
1
1

年︑﹁北のフルーツ王国

貴 腐︵ カ ビ ︶が ぶ ど う に 付 け ば︑

どかな風景の中に︑町内でヴィン

ヤードを持つ初めてのレストラン︑ 設付きレストラン︶なのだ︒

年たちました

辛口の白ワインに挑戦するそう︒

4

13

軒ものワイナリーを有する余

登地区は風光明媚

S
A
G
R
A

﹀がある︒

合わせて何度も仕入れに行く手間

Profile
札幌市出身。啓人さんの実家は、すすきのの
老舗日本料理店。
〈 トラットリア テルツィー
ナ 〉など札幌市内のイタリア料理店で修業し
た後、渡伊。帰国後はワインレストランで経
験を積み、2006年に札幌で〈 SAGRA 〉を開
業。17年に余市へ移住し、同年11月に〈 余市
SAGRA 〉として新たにスタート。sagra.jp

月初旬の取材時には︑﹁ふきの

材でいい︒普通に手に入るものを

はある︒だけど︑効率だけでは得

村井啓人さん、弥生さん

市で︑ワイン造りまで手がけるの

と小学生の次男に声をかけ︑家の

料理するという︑当たり前のこと

られない理想的な環境がここには

余市SAGRA

デザートも含めた全料理とワイ

周りで摘んできたそれをフリット

がしたい﹂と続ける︒その結果供

あ る︒
﹁独立から

イタリアンシェフ

とう取ってきて！ 小さいのね﹂

に し て 添 え て く れ た︒
﹁家を一歩

される料理は︑繊細で芸術的で︑

14

VOL.19

ン選びは村井啓人シェフが手がけ︑ はなぜか︒村井さんは﹁店では飲

出れば山菜があるし︑新鮮な地元
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笑 う 村 井 さ ん は︑ 近 隣 の ワ イ ナ

「
（北海道の）
自然を大切にする」
「社会に貢献する
（災害復興支援）」
ことを
AIRDOでは「人を育てる」
活動理念の3つの柱として定め、
「北海道の翼」
として地域社会の皆様との連携のもと、取り組みを進めています。

リーと切磋琢磨しながら︑さらな

AIRDOのCSR活動理念

余市には卸売市場がなく︑魚は

上／就航20周年記念ステッカー
（2018年制作）
。
下／デザイン総合実習。
安齋利典教授
（一番右）
・若林尚樹教授
（一番左）
と
参加した学生・社員
（2019年10月〜2020年1月）。

る高みを目指すことだろう︒

上／客室乗務員によるビジネスマナー講座（2019年6月）
。
下／人文学部・大谷通順教授による中国講座（2019年10月）。

冬版

早朝︑エビは夕方と︑漁の時間に

秋版

夏版

が︑いまが一番働いています﹂と

春版

10

ワインに合う一流の味︒ここにも

のさらなる魅力向上に向けて、共同研究に取り組みます。

村井さんの挑戦がある︒

を通じた育成の機会を創造し展開していきます。

今年度は AIRDO が道内の小中学校で実施する「航空教室」

食材も手に入る︒だから︑うちの

今年度も講師の相互派遣により、学生・社員双方の「学び」

冷 蔵 庫 は ほ と ん ど 空 っ ぽ で す ﹂︒

など、これまで各種の取り組みを行ってきました。

〝道産〟
にこだわっ
札幌での 年は

めのアイデアをカタチにした「サービスデザイン」（2019 年）

様対応力の向上に努めるなど、双方向の連携を深めています。

て き た が︑
﹁いまはここにある食

強会に同大学から先生をお招きし講義いただくことで、お客

︿余市

その一方で、空港スタッフや客室乗務員を対象とした社内勉

登地区のワインの一部。左から〈 ドメーヌ アツシ スズキ 〉
〈 ドメーヌ・モン 〉
〈 ドメーヌ タカヒコ 〉
（左上）。近所に自生する植物は茶葉に（左下）。
前菜の一品。自家製のシードルビネガーで締めたサクラマス。ふきのとうのペーストで登川を表現。
（中央）。1日2組限定の〈 余市SAGRA 〉
（右）。

就航 20 周年を記念したお客様への配布ステッカーの「デ
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AIRDO INFORMATION

係員はバッジを着用しています。
詳しくはウェブサイトをご覧ください。

お見かけの際はお気軽にお声がけください。

www.airdo.jp
北海道観光マスター

北海道フードマイスター

TOPIC

2

AIRDOからのお知らせやキャンペーン情報を皆様にお伝えします。

サービス介助士

TOPIC

機内誌『rapora』
の
定期購読が可能です!

1

My AIRDO会員限定

人気の機内販売品を、期間限定でAIRDOポイントと交換ができる
「DO MILE MARCHE」
を実施中です!!

AIRDOの機内誌『rapora』は定期購読が可能です。

期間

飛行機へのご搭乗予定がない月も、

〜6月30日(火)

ご自宅やオフィスで北海道と、
AIRDOの就航地の

AIRDOポイントで機内販売商品と交換できます！

魅力が詰まった機内誌をお楽しみいただけます。

現在、機内販売で取り扱っていない商品を

最新号に加え、
2018年12月号以降の

GETできるチャンスです。

バックナンバーもご購入いただけます！

※商品は予告なく変更する場合がございます。
※商品がなくなり次第終了いたします。詳しくはこちら。
定期購読 関
詳

、
AIRDO

、雑誌

書店「Fujisan.co.jp」
(機内誌

)、

取 扱

rapora 定期購読

https://www.airdo.jp/campaign/myairdo_domilemarche/index.html

。
検索 http://fujisan.co.jp/pc/rapora

交換商品

TOPIC

3

特典航空券でもスキップサービス利用可能!!
特典航空券SKiP記念キャンペーン♪
お客様の声にお応えして、
特典航空券でもスキップサービスが
ご利用いただけるようになりました。
座席指定までお済ませのお客様はカウンターでの
チェックインが不要となりますので、
直接保安検査場にお進みいただけます。
さらに対象期間中、
特典航空券が全路線一律

1000ポイントでご搭乗いただけます！
便利になった特典航空券をぜひご利用ください！
※スキップサービスは、ANAの登録商標です。
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期間
〜6月30日(火)

スマートフォンリング

アロマバスエッセンス

ベア・ドゥチャーム

フロストフラワーキャンドル

ステンレスボトル

対象便

AIRDO便 全路線
※日付や便によって設定が
ない場合もございます。
詳しくはキャンペーンページを
ご覧ください。
https://www.airdo.jp/
information/domskip/
index.html
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SAFETY INFORMATION

安全運航のため、
ご理解・ご協力をお願いいたします。
For your safety, your cooperation will be greatly appreciated.

機内の安全を阻害する行為について
航空機の安全を阻害する行為のほか、機内の乗客・乗員や機器に危害を
及ぼしたり、機内の秩序や法律を乱したりする行為は「航空法第 73 条

の 3」で禁じられています。特に国土交通省が定めた以下の行為につい
ては、機長の命令に背き行為を中止しなかった場合、50 万円以下の罰
金が科せられます。

1 乗降口または非常口などの扉の開閉装置を操作すること
2 化粧室で喫煙すること
3 乗務員の職務を妨害し、安全の保持などに支障を及ぼす恐れがある
行為をすること

4 禁止された電子機器を使用すること
シートベルトを着用しないこと
5 指示に従わず、

6 離着陸時に、テーブルと座席のリクライニングを元に戻さないこと
7 非常脱出の妨げになる場所へ手荷物を放置すること
を操作、
移動させること
8 非常用の装置または器具（救命胴衣や消火器など）

安全なご旅行のために

Behavior that jeopardizes the safety of
the aircraft is prohibited by law.
Article 73-3 of the Civil Aeronautics Law of Japan prohibits the following
behavior:
Jeopardizing the safety of the aircraft, endangering its passengers and
their properties, disrupting the order of the cabin, breaking the rules of the
cabin; especially regarding following behavior, as decreed by the Japanese
Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, owing to the
special circumstances onboard an aircraft, in the event that such behavior
is continued against the orders of the Captain, a fine of up to 500 000 JPY
will be charged.
1. Operating the opening / closing devices of cabin doors / emergency
exits
2. Smoking in the lavatory
3. Behavior that interferes with the duties of the crew, which may hinder
the safety of the aircraft
4. Using an electronic device whose use is prohibited
5. Not wearing a seat belt despite being instructed to do so
6. Not returning the seat back and table to their original position despite
being instructed to do so
7. Leaving baggage where it might obstruct an emergency evacuation
8. Operating or moving emergency equipment (such as life vests and fire
extinguishing equipment)

機内での電子機器の使用について
乗降口閉鎖
Door is closed

作動時に電波を発信する
状態にある電子機器
使用可能

使用可能

について、以下のとおり定めています。

作動時に電波を発信する状態にあるものは、出発時「航空機の乗降口が閉まった時」
から
「着陸後の滑走が終了する時」
までご使用いただけません。
機内モードなどの電波を発信しない状態にするか、電源をお切りください。
［B737-700］
●航空機外の設備と無線通信を行う状態にある以下のもの
携帯電話（スマートフォン含む）
・PHS・パーソナルコンピュータ・携帯情報端末・
電子ゲーム機・携帯型データ通信端末
●トランシーバー●無線操縦玩具●無線式マイク
※機器同士のBluetooth接続（無線式マウスや無線式ヘッドホンなど）
や
Wi-Fi接続（電子ゲーム機など）は常時ご使用になれます。

化粧室内を含む全席での喫煙および火気使用は、火災につながる恐れがあるので固くお断りします。感知器が作

動した場合、引き返しや近くの空港への緊急着陸など重大な事態に至ることがあります。電子タバコや無煙タバ
コなどの火を使わない喫煙器具も、周りのお客様の快適性を損ねる恐れがあるためご使用をお控えください。

タバコ
Cigarette

電子タバコ
E-Cigarette

［B767-300］
●携帯電話
●PHS●パーソナルコンピュータ●携帯情報端末
（スマートフォン含む）
●電子ゲーム機●携帯型データ通信端末●トランシーバー●無線操縦玩具
●無線式マイク●無線式ヘッドホン●無線式イヤホン●電池式ICタグ
●その他、
ほかの電子機器と無線通信を行う機能を有するもの
※機器同士のBluetooth接続（無線式マウスや無線式ヘッドホンなど）
や
Wi-Fi接続（電子ゲーム機など）はご使用になれません。

・ペースメーカーなど、
医療機器に影響を及ぼす恐れがある場合は、
電子機器の使用をお控えいただくことがあります。
また、
機長の判断により使用可能な時期であっても、
電子機器の使用をお控えいただくことがあります。
・電子機器の状態の確認のため、
客室乗務員が声をおかけすることがあります。
・緊急時脱出の妨げとなる電子機器類（大型のノートパソコンなど）は、
離着陸時はご収納ください。
・携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑となりますのでお控えください。

お手荷物について
機内安全のため、持ち込み手荷物削減にご協力をお願いいたします。

使用可能

使用不可

作動時に電波を発信しない
状態にある電子機器

国土交通省の告示で
「航空機の運航の安全に支障を及ぼす恐れのあるもの」

禁煙のお願いと火気使用について

着陸後の滑走が終了
Taxing

機内に持ち込めるお手荷物は、身の回り品（ハンドバッグ、カメラ、

Regarding the use of electronic
devices within the aircraft
Types of electronic devices may differ depending on how an aircraft is
shielded against radio waves. Please check the aircraft type you will board.
[B737-700]
• The following, which conduct wireless communication with facilities
outside the aircraft: Cell phones (including smart phones) / PHS / Personal
Computers / Personal Digital Assistants / Electronic game devices /
Portable data communication devices
• Transceivers • Remote controlled toys • Wireless microphones
* If the wireless communications is not directed “outside the aircraft”, such
as Bluetooth connection between devices (wireless mice and wireless
headphones etc.) and Wi-Fi connection (of electronic game devices etc.)
they can be used at any time.
[B767-300]
• Cell phones (including smart phones) • PHS • Personal Computers
• Personal Digital Assistants • Electronic game devices • Portable data
communication devices • Transceivers • Remote controlled toys
• Wireless microphones • Wireless headphones • Wireless earphones
• Battery operated IC tags • Other devices that communicate wirelessly
with other devices
* No wireless communication within the aircraft is allowed (Bluetooth
connections between devices and Wi-Fi connections etc.).
The use of the above electronic devices is restricted from the time of
departure when the cabin doors are closed, to when the aircraft has
finished taxiing after landing. Please make sure that your devices are set to
not emit radio waves by the time the cabin doors are closed.
Please stow large electronic devices under the seat in the front of you so
that it does not block escape in an emergency.
We may ask you to discontinue using your device if the Captain decides
the safety of the flight is at risk, even if it is a period that they can be used.

傘など）のほか、下記の条件のお手荷物 1 個となります。なお、下

記のサイズ以内のお手荷物の場合でも、客室内に収納できない場合

機内持ち込み制限品の取り扱いについて

には、お預かりの手荷物として貨物室に搭載させていただく場合が
ありますので、ご了承ください。下記のサイズを超えるお手荷物

（キャリーバッグ、ベビーカー、土産袋など）はお預けください。
サイズ

3辺の合計が115cm以内（55cm×40cm×25cm以内）

重量

おひとり様10kg以内
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10㎏以内
例1：
H＝40cm以内
W＝55cm以内
D＝25cm以内

10㎏以内
例2：
H＝55cm以内
W＝40cm以内
D＝25cm以内

喫煙用ライターはおひとり様1個に限り、
持ち込みができます（オイルタンク式ライター、
プリミキシングライターなどを
除く）。ハサミ・ナイフ類、
その他凶器となり得る物品をお持ちの場合は、
手荷物カウンターでお預けいただくか、
「放棄品
箱」へ廃棄願います。花火や引火性物質などの危険物は、
航空機への持ち込みおよびお預かり手荷物としての取り扱いはで
きません。危険物を所持している場合は、
出発保安検査場に設置されている「放棄品箱」に廃棄願います。詳しくは国土交通
省のホームぺージ（ホーム＞航空＞航空機を利用される方へ＞航空機への危険物の持込みについて）をご確認ください。

ハサミ

カッター

花火
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安全運航のため、
ご理解・ご協力をお願いいたします。
For your safety, your cooperation will be greatly appreciated.

緊急脱出時のご協力のお願い
緊急時は客室乗務員の指示に従って落ち着いて
脱出してください。
非常口座席にお座りのお客様は
緊急脱出時に援助をお願いします。座席のポケットにある
「非常口座席のお客様へ」
を確認し、
必ず出発前までに援助内容を確認してください。
不明な点があれば、
客室乗務員にお尋ねください。

Please cooperate during
an emergency evacuation
In the unlikely event of an emergency, please follow the instructions of the cabin crew and remain calm.
Customers sitting near an emergency exit will be asked to give assistance during an emergency evacuation. Please check the card
“[EXIT SEATING] IF YOU ARE ASSIGNED TO EXIT ROW SEAT…”
in the seat pocket, and be sure to confirm the details concerning
assistance before takeoff. If you have any questions, please ask a
flight attendant.

安全なご旅行のために

機内でのお願い

快適にお過ごしいただくために

出発時の機内非常用設備に関するご案内
（ビデオ上映、客室乗務員
デモンストレーション）
にご注目ください。
安全に関する客室乗務員の案内に
ご協力をお願いします。

● 手荷物収納時や取り出しの際に手荷物が落

下し、負傷する事象が発生しています。手荷

物の収納、取り出しの際はご注意ください。手

荷物は前の座席の下にも置いていただけます。
● 水筒やペットボトルは上の棚に入れずに

シートポケットをお使いください。

Requests while in the cabin

Q なぜ上の棚に入れてはいけないの？
A 上空では気圧の関係で膨張し、蓋が緩

緊急脱出時のお願い

Request for assistance during
an emergency evacuation

● 速やかに、また安全に脱出するために、手荷
物は持たないでください。撮影は禁止です。ハ
イヒールは脱いで脱出してください。

To ensure a rapid, safe evacuation, leave
behind all hand luggage. You cannot
assume the correct escape posture if
you are carrying hand luggage. Hand
luggage may get caught in the seat and
impede your escape. Photography and
video recording are prohibited when
you evacuate. Remove high heels before
evacuating.
Before sliding down the evacuation
chute, spread your legs to shoulder
width, put your arms in front of you, and
tilt forward as much as possible.

Q なぜ手荷物を持って脱出してはいけないの？
A 手荷物を持っていると、正しい脱出姿勢が

とれません。また、手荷物が座席に引っ掛か
るなど、脱出の妨げになることがあります。

Q なぜハイヒールは脱がなければいけないの？
A ハイヒールで脱出用シューターを破損してし

まう恐れがあります。

● 脱出用シューターを滑る際は、足を肩幅に広
げ、両腕を前に出してできるだけ前傾姿勢をとっ
てください。
● 脱出後は飛行機から離れてください。
● 客室乗務員が援助のお願いをさせていただく
場合があります。
● 脱出用シューターの脇に立ち、後から滑り降

りてくる人の腕を引き起こしてください。

After evacuating, move far away from the
aircraft.
A flight attendant may ask you to provide
assistance during an emergency evacuation. Please cooperate with the flight
attendant at that time.
During an emergency evacuation, please
encourage others by saying, “Stay calm,
it will be OK.” Stand by the side of the
chute and assist the person who slides after you by pulling on that person's arms.
Tell them to distance themselves from
the aircraft by saying, “Move far away.”

● 飛行機から離れるように「遠くへ逃げて」と

● リクライニング使用時は後ろのお客様への
ご配慮をお願いします。
● テーブルの出し入れはゆっくりと行ってくだ
さい。

For your comfort
There have been incidents where luggage
has fallen and caused injury to others while
passengers were stowing and removing hand
luggage. Please take care when stowing and
removing your hand luggage.
Hand luggage can also be placed under the
seat in front of you.
Water bottles and PET bottles that have
already been opened are susceptible to
leaking due to changes in air pressure during
the flight. Please refrain from stowing them in
the overhead compartment, and use the seat
pocket instead.
Please be mindful of the person behind you
when reclining your seat.
Please take care when opening and closing
the table.

お子様をお連れのお客様へ
● シートベルトの金具やひじ掛け、収納式
テーブルに指を挟まないようにお気をつけく
ださい。化粧室の扉、ごみ箱の蓋に指を挟ま
ないようにお気をつけください。

声をおかけください。

●「大丈夫！ 落ち着いて！」とお客様同士で声を
おかけください。

● 同じ座席列に複数名の幼児は着席いただ
けません（座席を確保している場合は除く）
。

Q なぜ幼児は同じ座席列に 1 名までなの？
A 減圧時の酸素マスクは座席数プラス 1 個
（2 列席は 3 個、3 列席は 4 個）ついており、
座席のない幼児が 2 名以上いると足りなく

出発に際し
● 所定の座席にお座りにな
り、シートベルトをお締めくだ
さい。皆様の着席を確認し
た後、飛行機は出発します。

ドア操作中の
お手伝いについて

Passengers with children
Please take care that your
child’s fingers do not get
pinched by the seatbelt buckle,
the armrest, or the folding
table. Please also take care that
your child's fingers do not get
caught in the lavatory door or
waste bin lid.
There is one more oxygen
mask than the number of seats.
Because of the limited number
of oxygen masks, no more than
one infant may sit in the same
row (except when individual
seats are secured).

Before takeoff
Please take your assigned seats and fasten
your seatbelts. The
airplane will take off after we confirm that all
passengers are seated.

Assistance in
operating doors

● 飛行機の出発時、到着時
は客室乗務員がドア操作を
実施します。お手伝いの必要
なお客様へはドア操作実施

The cabin crew will operate the doors before
takeoff and upon landing. After performing
the door operations, the
cabin crew will come
to provide assistance to
passengers requiring it.

シートベルト
着用サイン点灯中

When the
seatbelt sign is on

後にお手伝いに伺います。

乗務員より

Message from the crew

● 急な揺れに備え、座席で
は常 時シートベルトをお 締
めください。毛布をお使い
の場合は毛布の上からシー
トベルトをお締めください。
シートベルト着用サイン点灯
中は揺れが予想されるため、
座席をお立ちにならないよう
お願いします。化粧室の使
用はシートベルト着用サイン
消灯中にお願いします。

緊急事態発生時には皆様のご協力が大きな力になります。
ご協力をお願いいたします。

Having everyone’s cooperation during an
emergency evacuation can make a significant
difference. We look forward to your cooperation.

● ご用のあるお客様はシー
トベルト着用サイン消灯後に
対応させていただきます。

なってしまいます。
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Please pay attention to the pre-takeoff briefing
concerning emergency equipment in the aircraft (video
and demonstration by flight attendants). Please pay
attention to the safety information provided by the
flight attendants.

んでいると水漏れするケースがあります。

Keep your seatbelt
fastened at all times
in case of sudden
turbulence. If you are
using a blanket, secure
your seatbelt over the
blanket. While the seatbelt sign is turned on,
please remain in your
seat as turbulence can
be expected. Please
use the lavatory when
the seatbelt sign is off.
Flight attendants will
attend to passengers
seeking service once
the seatbelt sign is
turned off.
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択捉島

札幌

植樹等森林整備活動を実施しているエリア

仙台
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km

天売島

多楽島

AIRDOが就航している北海道内就航地域にて

稚内

留萌

積丹岬

神威岬

野寒布岬 宗谷岬

天塩川

太平洋

（2020年5月31日現在）
※運航航路は天候等の理由により変更される場合もあります。

AIRDO絆の森

神威岳

西単冠山

利尻島
利尻山

歯舞群島 色丹島

北海道と各地を結ぶ、
10路線を運航しております。
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松島
仙台湾

福島

阿武隈川

ボーイング767-300

仙台空港
Sendai Airport

全長54.94m、
全幅47.57m、全高15.85m
座席数 286・288・289席
最大飛行高度※ 約13,150m 巡航速度※ 約862km/h

那須岳

宇都宮

さいたま
東京
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白山

琵琶湖

田辺

潮岬

福井
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加賀
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K obe
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豊岡
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千葉

銚子

北浦
犬吠埼

東京国際（羽田）空港
Tokyˉ
ˉ o (Haneda) Airport

全長33.60m、
全幅35.80m、全高12.50m
座席数 144席
最大飛行高度※ 約12,500m 巡航速度※ 約830km/h
※AIRDOの運航諸元による

九十九里浜

館山
房総半島

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
（承認番号 令和情使、第415-GISMAP42612号）
2万5千分の１地形図を使用した。
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SERVICE INFORMATION

My AIRDO / AIRDO ONLINE Service

機内サービスのご案内

AIRDOをさらに便利に、お得にご利用いただくためのご案内

INFLIGHT SALES 機内販売
今月の

PICK UP!

リフレクター
Reflector Keychain

My AIRDO

AIRDO ONLINE Service

「My AIRDO」
とは、会員専用ページで簡単にご予約ができ、
ご搭乗で貯めたAIRDOポイントを特典航空券に交換できる
AIRDOのWeb会員サービスです。

「AIRDO ONLINE Service」
は、
あなたの旅のコンシェルジュ。
旅のご提案から搭乗のサポートまで、いつもあなたのそばに。
頼れる旅の味方です。

※通信にかかる費用は、お客様のご負担となります。

反光钥匙扣／反射板鑰匙扣
리플렉터 열쇠고리

AIRDO ONLINE Serviceでできること

My AIRDOに入会すると……

¥700

AIRDO ポイントを貯めて
特典航空券と交換！（DO マイル）

インターネット予約キャンセル
待ちサービスの利用が可能！

ご利用いただく搭乗日・区間・便ごと

ご希望のフライトが満席の場合、My

夜道でキラリと光る
実用的なキーホルダー

ます。

AIR DO 会 員 の 方 限 定 で AIRDO
Web サイト（PC・スマートフォン）よ

表はベアドゥの部分、
裏は全

乗日の翌日から 2 年間です。新しくご

サイズ：縦約7.5cm×横約6.3cm、
ボールチェーン全長約14cm

に必要な AIRDO ポイント数が異なり
※搭乗ポイントの有効期限は、最終搭
搭乗いただいた AIRDO ポイントが有

面がリフレクターになってい

効期限日までにマイページへ反映され

るキーホルダー。車のライト

た場合、都度有効期限が更新されます。

を反射して光るので、
お子様

※ボーナスポイントの有効期限は更新

のバッグやリュックなどにつ

されません。

けて交通安全グッズとしても。

※特典航空券ご利用日において、有

裏に名前も入れられます。

効期限が過ぎているポイントは使用で

きません。

り予約キャンセル待ちをお申し込みい
ただけます。座席がご用意できた場
合は、メールでご連絡いたします（一
部の運賃は預かり期限当日のメール
が送信されません）
。

道民会員の登録が可能！

My AIRDO 会員に限り、道民割引運
賃をご利用の際に必要な「道民会員
登録」が可能です。

航空券の予約＆購入がスムーズ！

My AIRDO にログインすると、名前
や電話番号などの基本情報が自動表

十勝のパンケーキ

My AIRDOに
入会してね

示され、航空券の予約・購入がスムー
ズ。 予 約 内 容も一 覧で確 認ができ、

Tokachi Pancake Mix

メールサービスへの登録も簡単です。

十胜日式松饼／十勝日式鬆餅
도카치 팬케이크 믹스

1

LINE で搭乗

3 北海道の旅情報〜旅のよりみち〜

エアライン初！*1 予約・購入・座席

「旅」「航空」「北海道」に関する情報

指定を済ませていれば、予約照会をし

をゆるく発信していきます。あなたの

て、搭乗に必要な 2 次元バーコード

旅のよりみちをお手伝い！

を LINE で取得できます。保安検査場
でも搭 乗 口でも、AIRDO なら LINE
でかざしてスマートに。空の旅が、さ
らにシンプル・手軽になります。
2

My AIRDO 会員連携

4 空席照会・予約 ＊2
5 予約確認・購入・座席指定 ＊2
6 運航の見通し ＊2
7

My AIRDO会員ログイン ＊2

会員連携により、航空券のご予約・

＊ 1 「LINE ビジネスコネクト」を活用

ご購入等に、これまでメールにて配信

し、エアラインとして初めて、搭乗サー

していた確認メッセージを LINE でお

ビスおよび搭乗サポートサービスの提

受け取りいただけるほか、2 次元バー

供を開始（LINE 社調べ）。

コードの取得も簡単にできるようにな

＊2

ります。

4・5・6・7 の 機 能 は AIRDO
Web サイトに移動します。

AIRDO ONLINE Serviceを利用するには？
「AIRDO」LINE公式アカウントでご利用いただけるサービスです。
AIRDO ONLINE Serviceは、
以下の方法で友だち登録をしてください。
「・
・
・」
をタップ 2. 公式アカウントをタップ
1. LINEを起動し、
またはアカウントID
「@airdo」
を入力
3. ページ上部の名前またはID検索に「AIRDO」

¥600
内容量：パンケーキミックス1袋 200g
パッケージサイズ：縦約19cm×横約10cm×奥行約6cm
※お持ち帰りのうえ、お召し上がりください。

AIRDOでは Web 会員を
随時募集しています。

朝ごはんやおやつにも
ちょうどいいパンケーキ

ウェブサイト
（www.airdo.jp）にアクセス。抽選でプレゼントが当たります！
ウェブサイトからアンケートにお答えいただくと、
「AIRDOオリジナルグッズ」をプレゼント!
入会費・年会費無料。

十勝のおいしいものを発信す
るブランド〈とかちデザイン
ファームプロジェクト〉によ
る、
十勝産小麦を100%使用
したパンケーキミックス。牛

対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。

対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。
▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種 「お客様が選ぶ楽しみ」というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。
▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種 「お客様が選ぶ楽しみ」というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。

り、
もっちりのパンケーキが。

Token of thanks for eco
Token of thanks for eco

Boarding Pass

Token of
Token of
thanks for ecothanks
for eco

男性向けデザイン
（正方形角丸）
Size：75×75mm
男性向けデザイン
（正方形角丸）
Size：75×75mm

対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。

対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。
女性・子供向けデザイン
（正円）
Size：80×80mm
▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種
▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種
「お客様が選ぶ楽しみ」
というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。
女性・子供向けデザイン
（正円）
Size：80×80mm
修正箇所
「お客様が選ぶ楽しみ」
というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。

修正箇所
修正箇所
・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・Boarding Passを追加
・Boarding Passを追加
・全体の色変更（K80%)
・全体の色変更（K80%)

修正箇所
・飛行機のロゴを大きくして、
飛行機も若干拡大
・飛行機のロゴを大きくして、飛行機も若干拡大
・文字の行間を出来るだけ詰める
・AIRDOさんのロゴ削除 ・文字の行間を出来るだけ詰める
・AIRDOさんのロゴ削除

き、
包装袋を不要とされたお客様にはノベルティとしてオリジナルステッカーをお渡し

Token of
Token of
thanks for eco thanks for eco

いたします（1度の購入につき1枚）。ステッカーは4種類からお選びいただけます。その
ほか、
マドラーを紙に変更し、
ハンドタオルをエコ仕様に変更するなど、
順次機内備品の
エコ化に努めております。AIRDOのエコ活動にご理解、
ご協力ありがとうございます。

Token of thanks for
eco of thanks for eco
Token

Boarding Pass

AIRDOでは環境に配慮した取り組みを行っております。機内販売商品をご購入いただ

Boarding Pass

AIRDOのエコ活動について

Boarding Pass

乳と卵があれば簡単にしっと

Token of thanks
Tokenforofeco
thanks for eco

飛行機メインデザイン
（長方形角丸）
Size：90×55mm
飛行機メインデザイン
（長方形角丸）
Size：90×55mm
修正箇所
男性向けデザイン
（正方形角丸）
Size：75×75mm
男性向けデザイン
（正方形角丸）
Size：75×75mm 修正箇所 ボディの影を無しで
実写デザイン
（楕円）Size：100×75mm
・飛行機を少し大きめにして線をとり、
女性・子供向けデザイン
（正円）
Size：80×80mm
修正箇所（楕円）
実写デザイン
Size：100×75mm
・飛行機を少し大きめにして線をとり、ボディの影を無しで
女性・子供向けデザイン
（正円）
Size：80×80mm
・背景を青空から朝焼けに変更
修正箇所
修正箇所

※なくなり次第終了。

修正箇所
修正箇所
・飛行機のロゴを大きくして、飛行機も若干拡大
・飛行機のロゴを大きくして、飛行機も若干拡大
・文字の行間を出来るだけ詰める
・文字の行間を出来るだけ詰める
・AIRDOさんのロゴ削除
・AIRDOさんのロゴ削除

・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・背景を青空から朝焼けに変更
・文字の色を焦げ茶色に変更
修正箇所
・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・ecoデザインから実写に変更
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・文字の色を焦げ茶色に変更
・ecoデザインから実写に変更
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・写真を色補正
・Boarding Passを追加
・写真を色補正
・Boarding Passを追加
・全体の色変更（K80%)
・全体の色変更（K80%)
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Token of thanks
for eco
Token
of thanks for eco

大きさの目安

5cm

10cm

15cm

20cm

25cm

スープカレーの縦サイズ

CA ベア・ドゥぬいぐるみの全長

INFLIGHT SALES

十勝のパンケーキの縦サイズ

ステンレスボトルの高さ

エコバッグのマチサイズ

北海道スープ2種セットの縦サイズ

オニオンスープの縦サイズ

スキンケアオイルセットの縦サイズ

機内販売

リフレクターの縦サイズ

リップクリームの縦サイズ

機内では、北海道にこだわったAIRDOオリジナルグッズも販売しております。

エコバッグ

CA ベア・ドゥぬいぐるみ

スープカレー

ステレンレスボトル

Shopping Bag

Bear Do The Flight Attendant Teddy Bear

Soup Curry

Stainless Steel Tumbler

环保购物袋／環保購物袋
에코백

Bear Do 空姐泰迪熊／Bear Do 空姐泰迪熊
Bear Do 승무원 테디베어

汤咖哩／湯咖哩
스프 카레

便携式不锈钢保温杯／便攜式不鏽鋼保溫杯
스테인리스제 휴대용 보온병

¥500

¥2,000

¥1,100

¥2,000

サイズ：縦約32cm×横約43cm×マチ約18cm

サイズ：全長約21cm ※制服は着脱可能

コンパクトに持ち歩ける人気アイテム

大人気ベア・ドゥがCAユニフォームで登場

内容量：450g
（具材スープ350g、
カレースープ100g）
パッケージサイズ：縦約21.8cm×横約16cm×奥行約4cm
※お持ち帰りのうえ、お召し上がりください。

サイズ：外径5.7cm×高さ約18.8cm 容量：300mℓ
保温効力：
（6時間）
（6時間）15°C以下
60°C以上 保冷効力：
※ゴムパッキンの別売りなどはございません。
あらかじめご了承ください。

お買い物に便利なエコバッグ。マチもあり、
バゲットなども入るたっぷ

大人気だったパイロットのベア・ドゥに続いて、CA姿のベア・ドゥが登場。

りサイズです。持ち手には補強がしてあるから安心。折りたたんでポ

スカートのスリットにはAIRDOカラーが。袖口も実際のユニフォームを

高校生たちが丹念に育てた野菜がたっぷり

オフィスでもレジャーでも活躍

ケットにコンパクトに収納できるので、
旅先でも重宝しそうです。

精巧に再現しています。従来になく自立するのもポイント。

北海道で農業を学ぶ高校生たちが作った野菜をたっぷり使ったレトル

北海道の花に指定されているハマナスがデザインされたステンレスボト

トのスープカレー。道内14の高校とAIRDOによる「空飛ぶスープカ

ル。保温・保冷にすぐれ、飲み口にはパッキンが付いているので、取り外

レープロジェクト」から生まれた、
産学連携の商品です。

して洗えて衛生的。持ち歩きもしやすいサイズです。

オニオンスープ

北海道スープ2 種セット

スキンケアオイルセット

コロク リップクリーム

Cup Soup Onion

Cup Soup 2 Flavor Set (Onion, Potato)

Horse Oil Face and Body Balm

Lip Balm

北海道产洋葱汤／北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

北海道浓汤组合
（两种）
／北海道濃湯組合
（兩種）
홋카이도산 야채 컵스프 2종 세트(양파, 감자)

护肤油组合
（五个装）
／護膚油組合
（五個裝）
고보습 말기름 5개 세트

润唇膏／潤唇膏
립 크림

¥500

¥1,000

¥1,000

¥1,000

内容量：たまねぎ5g×15本
パッケージサイズ：縦約12.2cm×横約8.2cm×奥行約4cm
※お持ち帰りのうえ、お召し上がりください。

内容量：たまねぎ5g×15本、
じゃがバター6.5g×15本
パッケージサイズ：縦約14.5cm×横約15.3cm×奥行約4.5cm
※お持ち帰りのうえ、お召し上がりください。

内容量：5個
（ナチュラル、
グレープフルーツ、
ダマスクローズ、
ラベンダー、
ペパーミント各1個） パッケージサイズ：直径約4.5cm、
外箱 縦約11.2cm×横約11.2cm×奥行約2.2cm

内容量：3個
（ミント、ハマナス、
スズラン各1個）
パッケージサイズ：縦約6.8cm×横4.8cm

北海道北見地方産のたまねぎの豊かな風味

北海道の野菜がしっかり味わえるスープ

さらっと溶けて、
しっとりさっぱりの馬油

全国一の収穫量を誇る北見地方産のたまねぎから抽出したエキスを粉

北海道北見地方産のたまねぎの旨みが凝縮したオニオンスープと、
北海

馬油やミツロウなど、
天然成分のみを使った高保湿のスキンケアオイル。

末化し、
約40％も配合したオニオンスープ。そのままでも、
カレーや煮

道産のじゃがいもとバターを使用した、なめらかなとろみのじゃがバ

物などの味を引き立てる調味料としてもお使いいただけます。

タースープの2種セット。朝食にも、
お料理の隠し味にもどうぞ。

※予告なく販売商品を変更する場合があります。 ※各商品とも消費税込みの価格です。 ※写真内の小道具は販売商品に含まれません。

※写真は実際の商品と異なる場合がございます。 ※販売数に限りがございます。
ご了承ください。 ※「大きさの目安」
は多少の誤差が生じる場合があります。
ご了承ください。
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〈北海道純馬油本舗〉が高濃度純粋精製法で丁寧に作っています。入浴後
の保湿や、
男性の髭剃り後、
赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。

北海道の自然成分で唇をやさしく保湿
自然素材を使った〈 Coroku（コロク）〉のリップクリーム。ミント、
ハマ
ナス、スズランの 3 種の香りが楽しめます。ビタミン E を豊富に含む、
北海道北竜町産のヒマワリ種子油が、
唇に潤いを与えてくれます。

※お支払いは現金のみとさせていただきます。 機内販売商品購入時に、
客室乗務員へAIRDOカードをご提示いただくと、
合計金額から以下のとおり値引きいたします。
合計金額1001〜2000円は200円引き、
合計金額2001〜3000円は300円引き。
以降1000円加算ごとに値引き額を100円加算いたします。
合計金額1〜1000円は100円引き、
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AUDIO PROGRAM

FOOD & DRINK

機内オーディオ案内

お食事とお飲物

AIRDOがセレクトしたオリジナルの音楽番組をお届け。機内で北の音楽をお楽しみいただけます。

5ch

60 分

プログラム

Scene from Hokkaido
〜北の空より〜

6ch

60 分

プログラム

AIRDO♪

北海道アーティスト特集！

8ch

60 分

プログラム

FM-JAGA presents

「まるっと北海道」

北海道出身のアーティストの最新ナンバー

北海道にこだわったアルコールドリンク、軽食をご用意しております。お気軽にお近くの客室乗務員に声をおかけください。

9ch

60 分

プログラム

無料

AIRDO寄席
今回は札幌出身の真打、春風亭柏枝が、

を集めてお送りします。

ソフトドリンク各種を
無料でご用意しております。
ブレンドコーヒー

HOT

Blend Coffee

仲のいい三笑亭可風をゲストに迎えてお送
りします。空の上で大笑いしてください！

北海道风味咖啡
北海道風味咖啡
홋카이도 블렌드 커피

パーソナリティ：春風亭柏枝、三笑亭可風

楽しい蹴伸び

Chara+YUKI

〈珈房 サッポロ珈琲館〉
の
豊かな味わい。

（ソニー・ミュージックレーベルズ）

DoU
w-inds.（ポニーキャニオン）

［オープニング］
春一番

若旦那（エイベックス）
［われらが空の玄関口〜道内］
いつも何度でも

メイヤ（ソニー・ミュージックレーベルズ）

ZOO（Single Version）

エコーズ（ソニー・ミュージックダイレクト）
女の子は泣かない

Alive

綾野ましろ（ソニー・ミュージックレーベルズ）
シュガーオレンジ

saji（キングレコード）

Message

布石

Letʼs☆Go!!Girls

promise
sleepy ab.（Chameleon Label）

半﨑美子（日本クラウン）
大黒摩季（Being）

DEEN（ソニー・ミュージックレーベルズ）

（ユニバーサル ミュージック）

惜別の唄

小林 旭（日本クラウン）
［われらが空の玄関口〜本州］

G
DREAMS COME TRUE
（ユニバーサル ミュージック）

離郷の歌

中島みゆき（ヤマハ）
輪になって

僕らの街から Presents

おひさしぶりだねナゴヤ

1974 年札幌市生まれ。札幌学院大学を卒
業、フリーターを経て 2001 年春風亭柳橋
に入門、
「べん橋」を名のる。柳橋没後柏

大場悠平（EGG Creation）

明日を拓こう

上杉周大（MONSTARdesign）

［テーマ曲］

Voyage

高本一郎（Zipangu）
script: こばやし さかえ

国産茶葉100%使用の
香り高い緑茶飲料。

Myʼs（Myʼs）

Always you

神田直樹・伊藤幸治（NK Records）
北広アキ（Snowlight Music）

落語「お見立て」 三笑亭可風

CAイチオシ

ハッピーアワー

月〜金曜（祝日を除く）夕方以降の対象便＊に限り、

Mineral Water

サッポロクラシックを¥200でお求めいただけます。
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そのほか、
夕方以降の増便も対象

※お一人様1本限りとさせていただきます。 ※プラスチックカップでのご提供となります。
※飲酒運転、
未成年の飲酒は法律で禁止されています。 ※機内でお召し上がりください。

アルコール飲料に
おつまみが付きます。

北海道ハスカップガラナ

ハスカップの爽やかな
風味が感じられる炭酸飲料。
※お休み中のお客様には声をおかけしません。
お目覚めの際、お気軽にお申しつけください。
※無料メニューは、すべて紙コップでの提供となります。

サッポロクラシック

ナポリンサワー

SAPPORO CLASSIC Beer

NAPOLIN Shochu and Soda

札幌经典啤酒／札幌經典啤酒
삿포로 클래식 맥주

NAPOLIN酸鸡尾酒／NAPOLIN酸雞尾酒
NAPOLIN 사워

¥500

¥500

各種サービスについて

※ご不明な点などございましたら、お気軽に客室乗務員までお知らせください。 ※イヤホンをご希望のお客様は、
客室乗務員までお知らせください。 ※お手持ちのイヤホンもご利用いただけます。

28・32・36・38・44便（札幌発）
29・31・35・37・39・43便（東京発）

蓝靛果味北海道瓜拉那饮料
藍靛果忍冬味北海道瓜拿納汽水
홋카이도 가라나 하스카프 맛

ラジオ
放送

再利用しています。お降りになる際、
回収にご協力ください。
皆様のご理解、
ご協力に感謝いたします。
※AIRDOでは、環境に配慮してイヤホンを洗浄・殺菌し、
※機材により、表記内容と実際のプログラムが異なることがございます。 ※上空で上映する映像は、
2または3chで音声がお聴きになれます（機内サービス、機内販売の映像は除く）。

【
* 札幌─東京路線】

Hokkaido Haskap and
Guarana Soda

（「笑いすぎなみ寄席」
にて収録）

当日のニュースや生活情報を配信していま
す。
※一部機種ではお聴きになれませんの
でご了承ください。

対象便＊限定 平日夕方以降

HAPPY HOUR

指定農園果実を使った、
芳醇な味わいとやさしい甘さ。

僕らの街から

NHK第一放送

素材本来の味をシンプルに味わえるよう、
ふっくら焼き上げました。

苹果汁
蘋果汁
사과 주스

落語「蝦蟇の油」 春風亭柏枝

https://bokuranomachikara.com/

モーニングには北海道枝豆パンをご用意。芽室産の枝豆とオホーツク産の塩を使い、

Apple Juice

今亭志ん馬に入門。師匠没後、小笠原の
父島でウミガメの調査に携わる。2002 年
九代目三笑亭可楽に入門して「可女次」
。
07 年二ツ目昇進。16 年真打に昇進して可
風に。08 年岡本マキ賞受賞。都内の寄席

COLD

1ch

【
* 札幌─東京路線始発便】
（札幌発）
、
12便
11便（東京発）

アップルドリンク

COLD

1974 年静岡県磐田市出身。94 年先代古

や地元落語会でひょうひょうと活躍中。

北海道出身の TRIPLANE、北海道在住の
河野玄太、そして STV アナウンサー吉川
典雄の 3 組で立ち上げた、東日本大震災
被災地復興へ向けた手作りのチャリティラ
イブイベント。『輪になって』はそのテーマ
ソングです。

忙しい朝は機内でゆっくり朝食を

対象便＊限定 平日のみ

ミネラルウォーター

北海道大雪山のふもと、
上川町の天然水。

碧色のドライブ

Nameless Piano
Improvisation “Piangere”

無料モーニングサービス

日式绿茶
日式綠茶
일본 녹차

矿泉水
礦泉水
홋카이도 미네랄 워터

ばんばひろふみ（アップフロントワークス）

Letter
SHEʼS（ユニバーサル ミュージック）

Japanese Green Tea

いつも二人で

風に乗って

［エンディング］

緑茶

COLD

COLD

（シンコーミュージック・エンタテイメント）

（ビクターエンタテインメント）

北海道北見地方産の
玉ねぎで作る人気の味。

スタートライン

青葉城恋唄

東京VICTORY

北海道产洋葱汤
北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

を開催、端正な古典落語で魅了している。

さとう宗幸

サザンオールスターズ

Onion Soup

枝（現・柳橋）門下へ。05 年二ツ目昇進。
14 年真打に昇進して八代 春風亭柏枝を襲
名する。都内の寄席をはじめ各地で独演会

栗林すみれ（SOMETHINʼCOOL）

さとう宗幸、芹 洋子（キングレコード）

オニオンスープ

HOT

落語「ずっこけ」 春風亭柏枝

saji（キングレコード）

ghost
Chima（A-CUE RECORDS）

釧路空港

DREAMS COME TRUE

広市）の浅岡めぐみ。

息継ぎ

そばにいるだけで

何度でも

挟みながら音楽を楽しむプログラムです。ナ
ビゲーターは、ラジオ局〈FM-JAGA〉
（帯

ミラーリンク

片平里菜（ポニーキャニオン）
山内惠介（ビクターエンタテインメント）

北海道各地の観光地や食、イベント情報を

Love Today!
Rihwa（Quinte Records）
sleepy ab.（Chameleon Label）

Photo: M Murabayashi

パーソナリティ：音尾琢真
旭川市出身。演劇ユニット〈TEAM NACS〉
所属。映画『るろうに剣心 最終章 The
Final』（7 月 3 日全国公開予定）に出演。

※シートベルト着用サイン消灯時にご利用になれます。 ※数に限りがございますので、
品切れの際はご了承ください。
※内容、
銘柄、
価格については変更する場合がございます。 ※運航状況により、
サービスが実施できない場合がございます。
※予告なく販売を取りやめる場合もございますのでご了承ください。 ※有料メニューは各商品とも消費税込みの価格です。
※機内で提供・販売する食品のアレルギー情報が必要なお客様は、
客室乗務員にお尋ねください。

別海町郊楽苑の
ショートチーズ

〈北のブランド金賞〉とは、北海道内でこだわ
りをもって開発された製品を札幌商工会議所が
〈北のブランド〉として認証しており、その中で
も、すでに市場からの高い評価を確立し、地域
を代表する製品を「金賞」として認証しています。
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photo: Asako Yoshikawa text: Satoko Nakano

﹁僕︑昔は焼き肉屋だったんです﹂

には車の停めやすい駐車場やゆっ

と驚きの経歴を教えてくれたのは︑ たり座れるテーブル席などを用意︒

的に食べていただけるお店がいい

それで︑焼き肉と同じように日常

スを始める機会に恵まれました︒

﹁ある時︑焼き肉とは別のビジネ

が何より楽しかったそうです︒

連さんとお付き合いを重ねること

何度も足を運んでくれる近所の常

い︒ゲンコツ︵豚骨︶や鶏ガラはす

家でラーメンを作ってみてくださ

﹁ラーメン屋を目指すなら︑ぜひ

屋を築いていったのです︒

徐々に自分の理想とするラーメン

した︒失敗してもそこから学び︑

自己流で店の味をつくっていきま

るなどしながらスープを仕込み︑

︿麺や虎鉄﹀
の土谷貴さん︒当時は︑ ラーメン屋出身のスタッフに教わ

と︑
ラーメンに行き着いたんです﹂
んでみるのも面白いと思いますよ﹂

ぐ手に入りますから︑スープを仕込
まずは実践あるのみ！ 早けれ

土谷さんはまず︑どんな店をつ
い年代に愛される味噌ラーメンを
ば早いほどその経験は力になる︑

くりたいのかをはっきり決め︑広
メインにしようと考えました︒家

右上／看板メニューはラーメン、ライス、ザンギの〈 ザンギ定
食 〉。右下／土谷さんが〈 A-bank北海道 〉と行う社会貢献〈 明
日のアスリート研究所 〉。スポーツを通じて子どもたちに学び
の場を提供している。左／人気は〈熟成あらごし味噌らーめん 〉。

と土谷さんは教えてくれました︒

作ってみよう！

教えて！

その叶え方を教えてもらいました。

旭川市出身。焼き肉レストランチェーン〈 牛角 〉で、
北
海道エリアを管轄するマネージャー職を経て、2006
年に独立。07年に〈 麺や虎鉄 〉の1号店をオープンさ
せた。現在は道内に16店舗、
台湾に2店舗を構える。

族連れにも来てもらえるよう︑店

家族でラーメンを食べに行くのが大
好きだという蒼斗くん。好きなラー
メンは醤油味です。
「おうちで食べ
るより、お店で食べるラーメンがお
いしいのはどうして？」と小学1 年
生ながら味の秘密に興味津々。

夢の
叶え方。

佐藤蒼斗くん
（小学 1年生／札幌市）
の夢
ラーメン大好き

子どもには大きな夢があります。
北の大地で夢を掴んでいる人に、
貴さん
教えてくれた人： 土谷

第17回

“ラーメン屋さんになりたい”
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